
ファーマスコープは病院、保険薬局で輝く薬剤師の声をお届けする情報誌です。
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■病院による薬局薬剤師研修の目的と概要

後藤　最初に、この座談会の趣旨について私から簡単に説明
させていただきます。少子高齢化の進行を背景に病院の機能

分化が急速に進んでいますが、この流れは地域医療構想に

よって加速し、「医療の場」としての在宅の重要性がクローズ

アップされてきました。特に、団塊の世代が後期高齢者に達す

る2025年以降、在宅医療のニーズは爆発的に拡大することが

予想されます。それは在宅における医療安全対策の需要拡大

をもたらし、医薬品適正使用および医薬品安全管理が社会的

な関心事となることを意味します。そこで求められるのは、地

域包括ケアシステムにおけるチーム医療の一員として高度な薬

学的管理を実践できる薬剤師であり、そのための人材育成が

重要な課題となっています。本座談会では、昨今の地域医療

構想の議論と、急速に高まる在宅医療のニーズを踏まえ、『地

域医療に根差した人材育成』をテーマに、病院と保険薬局の

連携による人材育成の重要性について、実際の取り組みを交

えながら議論を進めていきます。

　最初に、各施設の研修の目的と概要について紹介していた

だきます。藤田保健衛生大学病院では薬局チェーンの株式会

社アインメディオと提携して、薬局薬剤師を対象とした「がん専

門薬剤師育成研修」をスタートされました。薬剤部長の山田先

生からその目的と具体的なプログラムをお話しください。

山田　厚生労働省が2015年10月に発表した「患者のための
薬局ビジョン」では、2025年までに全ての薬局を「かかりつけ

薬局」とすることが掲げられました。その中で、強化・充実す

べき機能として高度薬学管理機能が示され、高度な知識・技

術・臨床経験を有する「がん専門薬剤師」のような専門薬剤

師を配置するとありました。当院には多くのがん患者さんが受

診し、経口抗がん剤は保険薬局で調剤、服薬指導、副作用モ

ニタリングを行っています。薬局薬剤師が、がんの専門的知識

を高め、病院薬剤師との連携によってがん患者さんをサポート

する体制を強化することが研修の目的の一つです。また、現

在、薬局薬剤師が「がん専門薬剤師」を取得するための環境

は整備されていません。その門戸を広げていくことは、教育機

関である大学病院の役割だと考えました。2017年2月にアイン

メディオと委託契約を締結し、3月から2名の薬剤師が研修を

開始しました。週1回、5年間にわたって当院で研修し、がん専

門薬剤師のライセンス取得を目指します。研修プログラムは、

日本医療薬学会が定めるガイドラインとコアカリキュラムに
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　地域包括ケアシステムの構築が進む中で、薬剤師に求められる役割は大きく変化している。入院・外来・在宅を通じ
て、安全かつ継続性のある薬物療法を提供するためには、地域医療に根差した薬剤師の育成が必要であり、特に、薬局
薬剤師には在宅を含めたチーム医療の一員として、高度な薬学的管理を実践できる知識とスキルが求められる。その
ような中、病院と保険薬局との連携による薬局薬剤師のスキルアップを目的とした長期間の研修制度が注目されてい
る。本座談会では、薬局薬剤師研修制度を導入している藤田保健衛生大学病院（愛知県豊明市・1,435床）と大阪府
済生会中津病院(大阪市・712床)における研修制度の目的やプログラムの特色を紹介するとともに、研修を受ける
薬局薬剤師を交えて研修の課題や成果などを話し合う中から、地域包括ケアに向けた人材育成のあり方を展望する。
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沿って、各種がんの知識、処方鑑査、服薬指導や副作用モニ

タリング、処方提案、抗がん剤の注射薬調製手技、などについ

て学びます。1～2年目は基礎知識と技能、3年目は基礎知識

と臨床経験、4～5年目は臨床経験に関する研修を重点的に

行います（資料1・2）。

後藤　アインメディオではどのような方針で2名を研修に送ら
れているのか、宮崎先生、お話しいただけますか。

宮崎　私も長年、薬局薬剤師を経験してきましたが、保険薬
局の役割は調剤だけではなく、付加価値を高めて地域に貢献

するべきだと考えてきました。「患者のための薬局ビジョン」を

受けて、かかりつけ薬剤師機能、高度薬学的管理機能の向上

に取り組む必要があり、薬局での研修強化が課題でした。山

田先生とお話をする中で、薬局薬剤師もがん専門薬剤師を目

指すことができると知り、非常に夢があると思いました。また、

薬局に勤務しながら病院の業務を体験できるというのは、薬

局薬剤師のキャリアアップにおいて非常に有用であり、会社と

しても、2025年までの道筋において必要な取り組みだと考え

ています。

後藤　大阪府済生会中津病院では、地域の薬局薬剤師を対
象とした6カ月間の研修制度を導入されています。研修の目的

と概要を萱野先生からご紹介ください。

萱野　私は2015年9月に大阪府済生会中津病院の薬剤部長
に着任しました。以前から薬局薬剤師を含めたチーム医療を

重視していましたので、当院でもトレーシングレポートによる情

報共有や吸入薬指導の勉強会の開催などにより、薬薬連携

を推進してきました。その中で、保険薬局から研修生の受け入

れについて依頼があったことが研修制度導入のきっかけで

す。薬局薬剤師が地域におけるチーム医療の一翼を担うため

には、医師、薬剤師、看護師などと顔の見える関係を築き、お

互いの仕事や専門性を理解し合うことが大切です。自由に病

院に出入りして情報収集ができる関係性を築くためにも、研

修は有効だと思いました。6カ月間の研修プログラムを作成し、

地域の保険薬局に募ったところ、2社から応募があり、2016

年11月より1名が、2017年1月にはフタツカ薬局の栗谷先生

が研修をスタートしました。その後、7月、8月、9月に各1名を

受け入れ、現在、3名が研修中です。研修プログラムは、最初

の2カ月間は化学療法、次の2カ月間は病棟業務、そして最後

の2カ月間は、本人の希望に応じたテーマでカリキュラムを組

むというのが特徴です（資料3・4）。研修生は月曜日から金曜

日まで、薬剤部の一員として、抗がん剤調製業務をはじめ病

棟業務、各種カンファレンス、チーム医療への参加など、調剤

以外の業務をOJTで学びます。AST（抗菌薬適正使用支援

チーム）カンファレンスでは薬局薬剤師が医師の前で症例報

告を行っています。

■地域包括ケアにおける薬剤師の役割と
　研修の意義

後藤　ここからは研修の意義について討議したいと思います。
病院においては平均在院日数が短くなり、病院薬剤師が個々

の患者さんに薬学的管理を行う機会が少なくなっています。急

性期の治療が終わった後は薬局薬剤師がしっかりフォローす

ることで、再入院を減らすことも期待されるところだと思いま

す。地域包括ケアにおける薬剤師の役割を踏まえ、病院と保

険薬局の協力体制などについてどのようにお考えでしょうか。

宮崎　薬局薬剤師にとって、病院での研修で得るものは大き
く、単なる知識習得に止まりません。例えば、がんの治療方針

やレジメンのポイントなどは各病院によって違うと思います。

そういうところを実際に病院で学ぶことができるのが研修の

一つの意義だと思います。

萱野　私は、病院のことをよく知っている薬局薬剤師が地域
に増えてほしいという思いがあります。患者さんをはじめ医師、

看護師、ケアマネジャーなどが、「薬に関する困ったことがあれ

ば、かかりつけ薬剤師に相談しよう」と考えるのが当然になる

状況を2025年までには実現したいと思っています。研修はそ

の足掛かりとなります。

山田　在宅医療における薬剤師の活躍が発展途上の段階で
ある現在、薬局薬剤師だけが頑張るのではなく、病院薬剤師

も在宅医療を推進する役割を担い、協力して地域の患者さん

の安全を守るべきだと考えています。当院では、退院患者さん

を病院薬剤師が一定期間フォローアップし、薬局薬剤師に橋

渡しをする取り組みを試験的に始めています。病院薬剤師が

定期的に在宅訪問をしながら、在宅医療に対応する薬局を探

し、一緒に訪問薬剤指導を行った後に引き継ぐというもので、

薬局薬剤師と病院薬剤師が連携を取りながら、患者さんを一

元的にフォローアップしていく体制の構築を目指しています。

後藤　退院時に薬剤情報提供書を渡すだけではなく、病院
と保険薬局の薬剤師が併走して支援する期間を持つわけで

すね。まさにシームレスな支援の形だと思います。今後は病院

薬剤師が薬局で研修し、地域の状況を理解することも必要に

なってくるでしょう。ところで、研修を実現するために病院執

行部に対してどのようにアプローチしたのでしょうか。

山田　地域医療に携わる医療従事者の一員として、高度な知
識とスキルを持った薬局薬剤師を育成し、病院を退院した患

者さんに対して、適切な薬学的支援がシームレスに継続される

体制を構築することは基幹病院の使命であり、真の意味での

地域完結型医療ではないかと病院長に訴えました。

萱野　当院でも同じです。地域医療の質を高めるための人材
育成は基幹病院の使命ですが、多くの病院職員は薬局薬剤

師の役割をよく知りませんので、一緒に学び合うことで地域

連携を推進したいと病院長に話しました。病院には金銭的な

負担をかけないこと、業務に支障をきたさないという条件で

理解してもらいました。当院は研修費として1日2,000円を設

定していますが、藤田保健衛生大学病院ではどのような状況

でしょうか。

山田　当院も1日1万円、年間48万円を研修費とする契約を
結んでいますが、がん指導・専門薬剤師を中心に、スタッフが

研修資料を作成し、マンツーマンで指導していますので、これ

は必要最低限の経費として頂いています。

後藤　宮崎先生、薬剤師不足の状況もある中で会社としての
メリットをどのように考えるか、そのあたりはいかがですか。

宮崎　確かに不安要素はありましたが、薬局側としてはメリッ
トの方が大きいですね。がん専門薬剤師を取得できることはも

ちろん、それに付随した当社の人材育成の方針を地域社会に

アピールできます。実際、学生からの問い合わせが多く、有能

な人材の採用につながる可能性があり、在職している薬剤師

の目標にもつながります。将来的には、基幹病院の門前薬局

にはがん専門薬剤師を必ず配置し、そこを核として地域包括

ケアにおける役割を果たしていきたいと考えています。

■研修生に聞く研修の実際と成果

後藤　このセッションからは、プログラムに参加している薬局
薬剤師3名の研修生にも加わっていただきます。研修の実際

とその成果について、まず藤田保健衛生大学病院の研修生

の田中先生と杉山先生、お願いします。

田中　研修開始にあたり、研修コアカリキュラムに沿って5年
間の流れを示していただきましたので、目的がより明確になり

ました。現在、半年が過ぎたところですが、最初の半年間は技

能研修として、薬局では経験することのない抗がん剤の無菌

調製の手技とレジメンチェック、最新の医薬品情報やガイドラ

インなどの調査方法、論文の評価法を習得しました。現在は、

基礎知識の研修が始まり、各種がんの臨床について学んでい

るところです。薬局でも勉強会や資料で学ぶことはできます

が、実際に見るのと体験するのでは全く違います。会社の研

修会などで研修の様子や学んだことを報告していますが、ス

タッフは実際に私たちが調製を行っている写真などを見ること

で興味も沸き、勉強熱心になっていると思います。

杉山　無菌調製における清潔操作や抗がん剤の曝露対策など
は何も知らない状態で1から教えていただきました。実際に体

験する中から、抗がん剤の種類や知っておくべき知識、レジメ

ンチェックの方法などを身につけることができました。薬局で

の業務にすぐに役立つかというと、なかなか難しいのですが、

研修前は処方意図が分からなかった処方箋も、研修で学んだ

知識を活用することで、予測したうえで疑義照会することがで

きるようになりました。研修での学びによって、探求心や疑問

を持って業務にあたることができるようになると思います。

後藤　テクニカルなことを身につけることも大切ですが、どの
ようなプロセスで作られたかを知っていることで、服薬指導ば

かりでなく、副作用モニタリング等の患者安全対策にも違い

が出てくると思います。それでは、大阪府済生会中津病院で

の研修について栗谷先生からお話しください。

栗谷　研修では抗がん剤調製、病棟業務、チーム医療への参
加など、病院薬剤師の業務を一通り経験できました。田中先

生、杉山先生が言われたように、自分の目で見ることのインパ

クトは大きく、例えば、持参薬鑑別では薬局薬剤師が薬を渡

した後の管理状況を見ることができ、非常に刺激的でした。

残薬の多さも目の当たりにし、服薬指導の重要性を考えさせら

れました。強く感じたのが、病院の情報量の多さです。薬局で

は処方内容や患者さんの話から処方意図などを推測するしか

ありませんが、病院ではカルテを見れば診断病名や臨床検査

値などの情報が得られ、分からないことがあれば医師に直接

聞くこともできます。薬局薬剤師が高度薬学管理をするために

は、情報が必要だということも再確認しました。退院時共同カ

ンファレンスをはじめ地域の多職種が集まる会にも頻繁に参

加しましたが、そこに薬局薬剤師の姿はほとんど見られませ

ん。かかりつけ薬剤師をしっかりアピールして、退院時には病

院から連絡が来るようにならなければいけないと思います。ま

た、重病の入院患者さんを目にすることで、外来患者さんが入

院しなくて済むように、かかりつけ医と連携して患者さんのケ

アを行っていくこと、さらには患者さんの健康意識を高めるこ

とが薬局薬剤師の役割だと痛感しました。成果というよりは、

今後の課題が多く見つかった研修でした。

後藤　皆さんが非常に有意義な研修を受けている様子がよく
分かりました。一方で、研修中に店舗を守ってくれているスタッ

フ達にはどのような形でフィードバックしているのでしょうか。

田中　病院での研修に限らず、薬局の外に出る機会があると
きには、学んだことや新しい情報をリアルタイムでスタッフに

フィードバックすることを心がけています。最新の情報を共有

し、研修も個人のためでなく薬局全体のメリットになることを

理解してもらっています。

杉山　私も薬局の外で得た新たな知識や情報、病院の状況な
どを必ず伝えています。また、研修の翌日には、店を守ってくれ

ていたスタッフに留守の間の様子を聞きます。大きな問題では

なくても、管理者不在時に困ることは少なからずあり、その気

づきから業務改善につながることもありました。私の研修を通

して、スキルアップも業務改善も、皆で頑張っていこうという意

識が高まるようにすることが大切だと思っています。

後藤　他のスタッフにも、次は自分が頑張ろうと思ってもらえ
る伝え方をしていくことも大事ですね。宮崎先生、研修生を送

り出す立場としてはどのような思いがありましたか。

宮崎　社内で研修生を募集したところ、この２人が手を挙げま
した。もともとそういう積極的な素質を持っている人間は、ど

んなことにも非常に積極的です。例えば、かかりつけ薬剤師は

患者さんの同意書が必要ですが、2人とも200～300人以上の

担当患者から同意を取得しています。社員の中であのような存

在になりたいというロールモデルになってほしいと思います。

栗谷　私の場合、周囲からはうらやましいという声が多かった
です。4年制の薬学教育を受け、卒業後ずっと薬局勤務をして

いると、病院のことがよく分かりませんので、いま、病院では

どのようなことが行われているのかを伝えました。

■研修実施病院におけるメリットと課題

後藤　研修生を受け入れる病院側のメリットや課題について
はどのようにお考えですか。

山田　薬局薬剤師の病院研修に対し、医師は非常に興味を
持っており、今後、がん患者さんのフォローアップを担ってほし

いと期待しています。逆に言えば、この研修を成功させなけれ

ば、医師からの信頼が勝ち取れないことになりますので、是が

非でも成功させなければなりません。

萱野　当院の職員にアンケート調査をしたところ、熱心な研修
生が必死に学んでいる姿を見て刺激を受けています。また、

研修は続けた方が良いとの意見もありました。最近では、地域

包括ケア病棟や回復期リハビリテーション病棟などでの業務

を経験してもらう中で、研修生が退院時共同カンファレンスに

参加できない薬局薬剤師との情報交換役になってくれていま

す。課題をあげるとすれば、まだ手探りの状態であり、スタッ

フの多い月と少ない月、あるいは新人が入ってくる年度初めな

ど、研修に濃淡ができるのではないかという心配があります。

しかし、2025年に向けて時間もないため、研修を希望する声

があれば全力で応えたいという気持ちでいっぱいです。

後藤　薬局薬剤師が高度薬学的管理を行っていく上での課
題として、得られる情報が限られていることが挙げられます。

最近ではＩＣＴを活用した医療情報ネットワークが各地で構築

され、情報インフラは整備されてきていますね。

山田　当院で構築している「藤田医療情報ネットワーク」の場
合は、インターネット環境さえあれば登録でき、患者基本情報、

アレルギー情報、処方、検査結果などが閲覧できます。私も薬

剤師会に活用をアピールしているのですが、門前の薬局以外

はなかなか使用してくれず、せっかくのツールが活用されてい

ないのは寂しいですね。

後藤　福井県も「ふくいメディカルネット」がありますが、やは
り保険薬局の登録が少ない状況です。情報インフラは使わな

ければ消滅してしまいますので積極的に活用して、患者支援

に役立ててほしいと思います。

萱野　ICTによる情報共有はもちろん大切ですが、電子カル
テの前に紙カルテによる運用があったように、地域医療連携、

特に薬局薬剤師が参加するチーム医療型地域医療を行う上で

は、アナログ的な運用も必要だと考えています。当院では、ト

レーシングレポートによる外来患者の情報共有と相互にフィー

ドバックし合う運用の確立に力を入れています。

■地域に根差した人材育成への期待

後藤　研修生の皆さんは、研修での学びを、今後どのように
活かしていきたいと思います。

田中　これまで病院の退院時カンファレンスなどに参加する
ことがありませんでしたが、研修を通じて多職種が話し合う場

の必要性を感じました。最初は発言ができなくても、参加する

ことで、他職種の視点や専門性から多くを学ぶことができま

す。地域包括ケアにおいては、地域全体が一つの医療機関だ

という認識で、積極的にチーム医療に参加していくべきであ

り、研修での学びを地域医療の現場で活かしていきたいと思

います。

杉山　私の目標の一つは、がんに対する知識や患者さんへの
対応などについて、社内で教育できる立場となることです。そ

の一歩として、がん専門薬剤師の取得という明確な目標があ

りますので、しっかりと研修に取り組んでいきます。また、薬

局での業務においても、病院薬剤師の協力を得ながら、研修

で学んだことを活かしていきたいと思います。

栗谷　済生会中津病院では、後半2か月間は自分の興味のあ
るテーマを選択して研修できます。私は研修の成果として、全

店舗で取り組めることを持ち帰りたいと考え、最後の2カ月間

は地域連携について学びました。また、同時期に研修した薬

剤師はがんを選択しました。薬局に求められることは非常に幅

広いのですが、各研修生が地域に戻った時に、どんな形であ

れ地域医療の発展に貢献できると思いますし、それぞれの得

意分野を融合することで、患者さんを総合的に支援することも

できます。私自身は、薬局に戻った現在、基幹病院とのトレー

シングレポートによる情報提供を中心に連携を深めており、ス

タッフにも地域の勉強会への参加を促しています。今後、地域

連携を全社的な取り組みへと広げたいと思っています。

後藤　皆さんは開拓者です。次には皆さん方が教える側になっ
て、薬局薬剤師の育成に力を発揮することを期待しています。

さて、地域包括ケアの時代に向けた人材育成を考えた時、私

は教育というのは10年後、20年後に対応できる人材を育てる

ことが大切だと考えています。例えば、現在は薬剤師がバイタ

ルサインの知識とスキルを活用する機会はあまりありません

が、地域包括ケアにおいては必要になるでしょう。それでは最

後に、将来を見据えた人材育成の展望を語っていただけます

でしょうか。

宮崎　薬局薬剤師には、地域の多職種と接する中で、薬剤師
としての総合的な人間力をつけてほしい。それが地域包括ケ

アの中で活躍するための基盤だと思います。同時に、薬局薬

剤師に求められる役割が高度化する中で、もっと医療につい

て学び、スキルアップしなければいけません。新卒で保険薬局

に就職した薬剤師には、3カ月間程度の病院研修を必須にす

る仕組みをつくってはどうかという意見も聞かれますが、私も

賛成です。いずれ実現されることを期待しています。

山田　後藤先生が言われたように、人材育成の根幹は、将来、
どのような薬剤師になっているかをイメージできるシステムや

プログラムを提示することです。当院の研修は1年ごとのカリ

キュラムを積み重ねて、5年後にはがん専門薬剤師である自分

の姿をイメージできるものになっています。一方、研修生が目

標に向かって頑張る姿を見て、当院のスタッフも良い刺激を受

けています。今後も研修制度を継続し、できれば毎年2名ず

つ、最大10名の研修生を受け入れられる体制を敷いていき、

将来的には薬局薬剤師研修のモデルとして全国に発信してい

きたいと考えています。

萱野　当院では、研修生を教えることで病院薬剤師も学ぶと
いう好循環が自然にでき上ってきました。今後も研修内容や

体制を充実させ、継続的に薬局薬剤師を受け入れていく計画

です。私自身、若い頃に大学病院で6カ月間研修した経験が

あり、そこで学んだことや人との出会いが、人生において大き

く役立っています。そうした経験を1人でも多くの薬剤師にして

もらいたい。そして近い将来、医師や看護師が患者さんの顔を

見ただけで、かかりつけ薬剤師の顔が浮かぶという状況を作

りたいと思います。一方で、当院は半径3キロ以内に500床以

上の病院がひしめいている地域にあります。患者さんに選ば

れる病院になるためにも、薬局薬剤師をはじめ地域の多職種

が応援してくれる病院にすることが目標です。

後藤　先生方から、将来に向けて重要な課題を提示していた
だきました。2025年まであと7年です。地域包括ケアシステム

の一員として、薬剤師はその責任を果たしていかなければなり

ません。病院と地域の保険薬局の連携による薬剤師研修は、

地域医療に貢献することはもちろん、双方の成長を促す有益

な取り組みです。今後、このような取り組みが全国に広がり、

根付いていくことで、患者さんに貢献できれば素晴らしいと思

います。本日はありがとうございました。



■病院による薬局薬剤師研修の目的と概要

後藤　最初に、この座談会の趣旨について私から簡単に説明
させていただきます。少子高齢化の進行を背景に病院の機能

分化が急速に進んでいますが、この流れは地域医療構想に

よって加速し、「医療の場」としての在宅の重要性がクローズ

アップされてきました。特に、団塊の世代が後期高齢者に達す

る2025年以降、在宅医療のニーズは爆発的に拡大することが

予想されます。それは在宅における医療安全対策の需要拡大

をもたらし、医薬品適正使用および医薬品安全管理が社会的

な関心事となることを意味します。そこで求められるのは、地

域包括ケアシステムにおけるチーム医療の一員として高度な薬

学的管理を実践できる薬剤師であり、そのための人材育成が

重要な課題となっています。本座談会では、昨今の地域医療

構想の議論と、急速に高まる在宅医療のニーズを踏まえ、『地

域医療に根差した人材育成』をテーマに、病院と保険薬局の

連携による人材育成の重要性について、実際の取り組みを交

えながら議論を進めていきます。

　最初に、各施設の研修の目的と概要について紹介していた

だきます。藤田保健衛生大学病院では薬局チェーンの株式会

社アインメディオと提携して、薬局薬剤師を対象とした「がん専

門薬剤師育成研修」をスタートされました。薬剤部長の山田先

生からその目的と具体的なプログラムをお話しください。

山田　厚生労働省が2015年10月に発表した「患者のための
薬局ビジョン」では、2025年までに全ての薬局を「かかりつけ

薬局」とすることが掲げられました。その中で、強化・充実す

べき機能として高度薬学管理機能が示され、高度な知識・技

術・臨床経験を有する「がん専門薬剤師」のような専門薬剤

師を配置するとありました。当院には多くのがん患者さんが受

診し、経口抗がん剤は保険薬局で調剤、服薬指導、副作用モ

ニタリングを行っています。薬局薬剤師が、がんの専門的知識

を高め、病院薬剤師との連携によってがん患者さんをサポート

する体制を強化することが研修の目的の一つです。また、現

在、薬局薬剤師が「がん専門薬剤師」を取得するための環境

は整備されていません。その門戸を広げていくことは、教育機

関である大学病院の役割だと考えました。2017年2月にアイン

メディオと委託契約を締結し、3月から2名の薬剤師が研修を

開始しました。週1回、5年間にわたって当院で研修し、がん専

門薬剤師のライセンス取得を目指します。研修プログラムは、

日本医療薬学会が定めるガイドラインとコアカリキュラムに
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沿って、各種がんの知識、処方鑑査、服薬指導や副作用モニ

タリング、処方提案、抗がん剤の注射薬調製手技、などについ

て学びます。1～2年目は基礎知識と技能、3年目は基礎知識

と臨床経験、4～5年目は臨床経験に関する研修を重点的に

行います（資料1・2）。

後藤　アインメディオではどのような方針で2名を研修に送ら
れているのか、宮崎先生、お話しいただけますか。

宮崎　私も長年、薬局薬剤師を経験してきましたが、保険薬
局の役割は調剤だけではなく、付加価値を高めて地域に貢献

するべきだと考えてきました。「患者のための薬局ビジョン」を

受けて、かかりつけ薬剤師機能、高度薬学的管理機能の向上

に取り組む必要があり、薬局での研修強化が課題でした。山

田先生とお話をする中で、薬局薬剤師もがん専門薬剤師を目

指すことができると知り、非常に夢があると思いました。また、

薬局に勤務しながら病院の業務を体験できるというのは、薬

局薬剤師のキャリアアップにおいて非常に有用であり、会社と

しても、2025年までの道筋において必要な取り組みだと考え

ています。

後藤　大阪府済生会中津病院では、地域の薬局薬剤師を対
象とした6カ月間の研修制度を導入されています。研修の目的

と概要を萱野先生からご紹介ください。

萱野　私は2015年9月に大阪府済生会中津病院の薬剤部長
に着任しました。以前から薬局薬剤師を含めたチーム医療を

重視していましたので、当院でもトレーシングレポートによる情

報共有や吸入薬指導の勉強会の開催などにより、薬薬連携

を推進してきました。その中で、保険薬局から研修生の受け入

れについて依頼があったことが研修制度導入のきっかけで

す。薬局薬剤師が地域におけるチーム医療の一翼を担うため

には、医師、薬剤師、看護師などと顔の見える関係を築き、お

互いの仕事や専門性を理解し合うことが大切です。自由に病

院に出入りして情報収集ができる関係性を築くためにも、研

修は有効だと思いました。6カ月間の研修プログラムを作成し、

地域の保険薬局に募ったところ、2社から応募があり、2016

年11月より1名が、2017年1月にはフタツカ薬局の栗谷先生

が研修をスタートしました。その後、7月、8月、9月に各1名を

受け入れ、現在、3名が研修中です。研修プログラムは、最初

の2カ月間は化学療法、次の2カ月間は病棟業務、そして最後

の2カ月間は、本人の希望に応じたテーマでカリキュラムを組

むというのが特徴です（資料3・4）。研修生は月曜日から金曜

日まで、薬剤部の一員として、抗がん剤調製業務をはじめ病

棟業務、各種カンファレンス、チーム医療への参加など、調剤

以外の業務をOJTで学びます。AST（抗菌薬適正使用支援

チーム）カンファレンスでは薬局薬剤師が医師の前で症例報

告を行っています。

■地域包括ケアにおける薬剤師の役割と
　研修の意義

後藤　ここからは研修の意義について討議したいと思います。
病院においては平均在院日数が短くなり、病院薬剤師が個々

の患者さんに薬学的管理を行う機会が少なくなっています。急

性期の治療が終わった後は薬局薬剤師がしっかりフォローす

ることで、再入院を減らすことも期待されるところだと思いま

す。地域包括ケアにおける薬剤師の役割を踏まえ、病院と保

険薬局の協力体制などについてどのようにお考えでしょうか。

宮崎　薬局薬剤師にとって、病院での研修で得るものは大き
く、単なる知識習得に止まりません。例えば、がんの治療方針

やレジメンのポイントなどは各病院によって違うと思います。

そういうところを実際に病院で学ぶことができるのが研修の

一つの意義だと思います。

萱野　私は、病院のことをよく知っている薬局薬剤師が地域
に増えてほしいという思いがあります。患者さんをはじめ医師、

看護師、ケアマネジャーなどが、「薬に関する困ったことがあれ

ば、かかりつけ薬剤師に相談しよう」と考えるのが当然になる

状況を2025年までには実現したいと思っています。研修はそ

の足掛かりとなります。

山田　在宅医療における薬剤師の活躍が発展途上の段階で
ある現在、薬局薬剤師だけが頑張るのではなく、病院薬剤師

も在宅医療を推進する役割を担い、協力して地域の患者さん

の安全を守るべきだと考えています。当院では、退院患者さん

を病院薬剤師が一定期間フォローアップし、薬局薬剤師に橋

渡しをする取り組みを試験的に始めています。病院薬剤師が

定期的に在宅訪問をしながら、在宅医療に対応する薬局を探

し、一緒に訪問薬剤指導を行った後に引き継ぐというもので、

薬局薬剤師と病院薬剤師が連携を取りながら、患者さんを一

元的にフォローアップしていく体制の構築を目指しています。

後藤　退院時に薬剤情報提供書を渡すだけではなく、病院
と保険薬局の薬剤師が併走して支援する期間を持つわけで

すね。まさにシームレスな支援の形だと思います。今後は病院

薬剤師が薬局で研修し、地域の状況を理解することも必要に

なってくるでしょう。ところで、研修を実現するために病院執

行部に対してどのようにアプローチしたのでしょうか。

山田　地域医療に携わる医療従事者の一員として、高度な知
識とスキルを持った薬局薬剤師を育成し、病院を退院した患

者さんに対して、適切な薬学的支援がシームレスに継続される

体制を構築することは基幹病院の使命であり、真の意味での

地域完結型医療ではないかと病院長に訴えました。

萱野　当院でも同じです。地域医療の質を高めるための人材
育成は基幹病院の使命ですが、多くの病院職員は薬局薬剤

師の役割をよく知りませんので、一緒に学び合うことで地域

連携を推進したいと病院長に話しました。病院には金銭的な

負担をかけないこと、業務に支障をきたさないという条件で

理解してもらいました。当院は研修費として1日2,000円を設

定していますが、藤田保健衛生大学病院ではどのような状況

でしょうか。

山田　当院も1日1万円、年間48万円を研修費とする契約を
結んでいますが、がん指導・専門薬剤師を中心に、スタッフが

研修資料を作成し、マンツーマンで指導していますので、これ

は必要最低限の経費として頂いています。

後藤　宮崎先生、薬剤師不足の状況もある中で会社としての
メリットをどのように考えるか、そのあたりはいかがですか。

宮崎　確かに不安要素はありましたが、薬局側としてはメリッ
トの方が大きいですね。がん専門薬剤師を取得できることはも

ちろん、それに付随した当社の人材育成の方針を地域社会に

アピールできます。実際、学生からの問い合わせが多く、有能

な人材の採用につながる可能性があり、在職している薬剤師

の目標にもつながります。将来的には、基幹病院の門前薬局

にはがん専門薬剤師を必ず配置し、そこを核として地域包括

ケアにおける役割を果たしていきたいと考えています。

■研修生に聞く研修の実際と成果

後藤　このセッションからは、プログラムに参加している薬局
薬剤師3名の研修生にも加わっていただきます。研修の実際

とその成果について、まず藤田保健衛生大学病院の研修生

の田中先生と杉山先生、お願いします。

田中　研修開始にあたり、研修コアカリキュラムに沿って5年
間の流れを示していただきましたので、目的がより明確になり

ました。現在、半年が過ぎたところですが、最初の半年間は技

能研修として、薬局では経験することのない抗がん剤の無菌

調製の手技とレジメンチェック、最新の医薬品情報やガイドラ

インなどの調査方法、論文の評価法を習得しました。現在は、

基礎知識の研修が始まり、各種がんの臨床について学んでい

るところです。薬局でも勉強会や資料で学ぶことはできます

が、実際に見るのと体験するのでは全く違います。会社の研

修会などで研修の様子や学んだことを報告していますが、ス

タッフは実際に私たちが調製を行っている写真などを見ること

で興味も沸き、勉強熱心になっていると思います。

杉山　無菌調製における清潔操作や抗がん剤の曝露対策など
は何も知らない状態で1から教えていただきました。実際に体

験する中から、抗がん剤の種類や知っておくべき知識、レジメ

ンチェックの方法などを身につけることができました。薬局で

の業務にすぐに役立つかというと、なかなか難しいのですが、

研修前は処方意図が分からなかった処方箋も、研修で学んだ

知識を活用することで、予測したうえで疑義照会することがで

きるようになりました。研修での学びによって、探求心や疑問

を持って業務にあたることができるようになると思います。

後藤　テクニカルなことを身につけることも大切ですが、どの
ようなプロセスで作られたかを知っていることで、服薬指導ば

かりでなく、副作用モニタリング等の患者安全対策にも違い

が出てくると思います。それでは、大阪府済生会中津病院で

の研修について栗谷先生からお話しください。

栗谷　研修では抗がん剤調製、病棟業務、チーム医療への参
加など、病院薬剤師の業務を一通り経験できました。田中先

生、杉山先生が言われたように、自分の目で見ることのインパ

クトは大きく、例えば、持参薬鑑別では薬局薬剤師が薬を渡

した後の管理状況を見ることができ、非常に刺激的でした。

残薬の多さも目の当たりにし、服薬指導の重要性を考えさせら

れました。強く感じたのが、病院の情報量の多さです。薬局で

は処方内容や患者さんの話から処方意図などを推測するしか

ありませんが、病院ではカルテを見れば診断病名や臨床検査

値などの情報が得られ、分からないことがあれば医師に直接

聞くこともできます。薬局薬剤師が高度薬学管理をするために

は、情報が必要だということも再確認しました。退院時共同カ

ンファレンスをはじめ地域の多職種が集まる会にも頻繁に参

加しましたが、そこに薬局薬剤師の姿はほとんど見られませ

ん。かかりつけ薬剤師をしっかりアピールして、退院時には病

院から連絡が来るようにならなければいけないと思います。ま

た、重病の入院患者さんを目にすることで、外来患者さんが入

院しなくて済むように、かかりつけ医と連携して患者さんのケ

アを行っていくこと、さらには患者さんの健康意識を高めるこ

とが薬局薬剤師の役割だと痛感しました。成果というよりは、

今後の課題が多く見つかった研修でした。

後藤　皆さんが非常に有意義な研修を受けている様子がよく
分かりました。一方で、研修中に店舗を守ってくれているスタッ

フ達にはどのような形でフィードバックしているのでしょうか。

田中　病院での研修に限らず、薬局の外に出る機会があると
きには、学んだことや新しい情報をリアルタイムでスタッフに

フィードバックすることを心がけています。最新の情報を共有

し、研修も個人のためでなく薬局全体のメリットになることを

理解してもらっています。

杉山　私も薬局の外で得た新たな知識や情報、病院の状況な
どを必ず伝えています。また、研修の翌日には、店を守ってくれ

ていたスタッフに留守の間の様子を聞きます。大きな問題では

なくても、管理者不在時に困ることは少なからずあり、その気

づきから業務改善につながることもありました。私の研修を通

して、スキルアップも業務改善も、皆で頑張っていこうという意

識が高まるようにすることが大切だと思っています。

後藤　他のスタッフにも、次は自分が頑張ろうと思ってもらえ
る伝え方をしていくことも大事ですね。宮崎先生、研修生を送

り出す立場としてはどのような思いがありましたか。

宮崎　社内で研修生を募集したところ、この２人が手を挙げま
した。もともとそういう積極的な素質を持っている人間は、ど

んなことにも非常に積極的です。例えば、かかりつけ薬剤師は

患者さんの同意書が必要ですが、2人とも200～300人以上の

担当患者から同意を取得しています。社員の中であのような存

在になりたいというロールモデルになってほしいと思います。

栗谷　私の場合、周囲からはうらやましいという声が多かった
です。4年制の薬学教育を受け、卒業後ずっと薬局勤務をして

いると、病院のことがよく分かりませんので、いま、病院では

どのようなことが行われているのかを伝えました。

■研修実施病院におけるメリットと課題

後藤　研修生を受け入れる病院側のメリットや課題について
はどのようにお考えですか。

山田　薬局薬剤師の病院研修に対し、医師は非常に興味を
持っており、今後、がん患者さんのフォローアップを担ってほし

いと期待しています。逆に言えば、この研修を成功させなけれ

ば、医師からの信頼が勝ち取れないことになりますので、是が

非でも成功させなければなりません。

萱野　当院の職員にアンケート調査をしたところ、熱心な研修
生が必死に学んでいる姿を見て刺激を受けています。また、

研修は続けた方が良いとの意見もありました。最近では、地域

包括ケア病棟や回復期リハビリテーション病棟などでの業務

を経験してもらう中で、研修生が退院時共同カンファレンスに

参加できない薬局薬剤師との情報交換役になってくれていま

す。課題をあげるとすれば、まだ手探りの状態であり、スタッ

フの多い月と少ない月、あるいは新人が入ってくる年度初めな

ど、研修に濃淡ができるのではないかという心配があります。

しかし、2025年に向けて時間もないため、研修を希望する声

があれば全力で応えたいという気持ちでいっぱいです。

後藤　薬局薬剤師が高度薬学的管理を行っていく上での課
題として、得られる情報が限られていることが挙げられます。

最近ではＩＣＴを活用した医療情報ネットワークが各地で構築

され、情報インフラは整備されてきていますね。

山田　当院で構築している「藤田医療情報ネットワーク」の場
合は、インターネット環境さえあれば登録でき、患者基本情報、

アレルギー情報、処方、検査結果などが閲覧できます。私も薬

剤師会に活用をアピールしているのですが、門前の薬局以外

はなかなか使用してくれず、せっかくのツールが活用されてい

ないのは寂しいですね。

後藤　福井県も「ふくいメディカルネット」がありますが、やは
り保険薬局の登録が少ない状況です。情報インフラは使わな

ければ消滅してしまいますので積極的に活用して、患者支援

に役立ててほしいと思います。

萱野　ICTによる情報共有はもちろん大切ですが、電子カル
テの前に紙カルテによる運用があったように、地域医療連携、

特に薬局薬剤師が参加するチーム医療型地域医療を行う上で

は、アナログ的な運用も必要だと考えています。当院では、ト

レーシングレポートによる外来患者の情報共有と相互にフィー

ドバックし合う運用の確立に力を入れています。

■地域に根差した人材育成への期待

後藤　研修生の皆さんは、研修での学びを、今後どのように
活かしていきたいと思います。

田中　これまで病院の退院時カンファレンスなどに参加する
ことがありませんでしたが、研修を通じて多職種が話し合う場

の必要性を感じました。最初は発言ができなくても、参加する

ことで、他職種の視点や専門性から多くを学ぶことができま

す。地域包括ケアにおいては、地域全体が一つの医療機関だ

という認識で、積極的にチーム医療に参加していくべきであ

り、研修での学びを地域医療の現場で活かしていきたいと思

います。

杉山　私の目標の一つは、がんに対する知識や患者さんへの
対応などについて、社内で教育できる立場となることです。そ

の一歩として、がん専門薬剤師の取得という明確な目標があ

りますので、しっかりと研修に取り組んでいきます。また、薬

局での業務においても、病院薬剤師の協力を得ながら、研修

で学んだことを活かしていきたいと思います。

栗谷　済生会中津病院では、後半2か月間は自分の興味のあ
るテーマを選択して研修できます。私は研修の成果として、全

店舗で取り組めることを持ち帰りたいと考え、最後の2カ月間

は地域連携について学びました。また、同時期に研修した薬

剤師はがんを選択しました。薬局に求められることは非常に幅

広いのですが、各研修生が地域に戻った時に、どんな形であ

れ地域医療の発展に貢献できると思いますし、それぞれの得

意分野を融合することで、患者さんを総合的に支援することも

できます。私自身は、薬局に戻った現在、基幹病院とのトレー

シングレポートによる情報提供を中心に連携を深めており、ス

タッフにも地域の勉強会への参加を促しています。今後、地域

連携を全社的な取り組みへと広げたいと思っています。

後藤　皆さんは開拓者です。次には皆さん方が教える側になっ
て、薬局薬剤師の育成に力を発揮することを期待しています。

さて、地域包括ケアの時代に向けた人材育成を考えた時、私

は教育というのは10年後、20年後に対応できる人材を育てる

ことが大切だと考えています。例えば、現在は薬剤師がバイタ

ルサインの知識とスキルを活用する機会はあまりありません

が、地域包括ケアにおいては必要になるでしょう。それでは最

後に、将来を見据えた人材育成の展望を語っていただけます

でしょうか。

宮崎　薬局薬剤師には、地域の多職種と接する中で、薬剤師
としての総合的な人間力をつけてほしい。それが地域包括ケ

アの中で活躍するための基盤だと思います。同時に、薬局薬

剤師に求められる役割が高度化する中で、もっと医療につい

て学び、スキルアップしなければいけません。新卒で保険薬局

に就職した薬剤師には、3カ月間程度の病院研修を必須にす

る仕組みをつくってはどうかという意見も聞かれますが、私も

賛成です。いずれ実現されることを期待しています。

山田　後藤先生が言われたように、人材育成の根幹は、将来、
どのような薬剤師になっているかをイメージできるシステムや

プログラムを提示することです。当院の研修は1年ごとのカリ

キュラムを積み重ねて、5年後にはがん専門薬剤師である自分

の姿をイメージできるものになっています。一方、研修生が目

標に向かって頑張る姿を見て、当院のスタッフも良い刺激を受

けています。今後も研修制度を継続し、できれば毎年2名ず

つ、最大10名の研修生を受け入れられる体制を敷いていき、

将来的には薬局薬剤師研修のモデルとして全国に発信してい

きたいと考えています。

萱野　当院では、研修生を教えることで病院薬剤師も学ぶと
いう好循環が自然にでき上ってきました。今後も研修内容や

体制を充実させ、継続的に薬局薬剤師を受け入れていく計画

です。私自身、若い頃に大学病院で6カ月間研修した経験が

あり、そこで学んだことや人との出会いが、人生において大き

く役立っています。そうした経験を1人でも多くの薬剤師にして

もらいたい。そして近い将来、医師や看護師が患者さんの顔を

見ただけで、かかりつけ薬剤師の顔が浮かぶという状況を作

りたいと思います。一方で、当院は半径3キロ以内に500床以

上の病院がひしめいている地域にあります。患者さんに選ば

れる病院になるためにも、薬局薬剤師をはじめ地域の多職種

が応援してくれる病院にすることが目標です。

後藤　先生方から、将来に向けて重要な課題を提示していた
だきました。2025年まであと7年です。地域包括ケアシステム

の一員として、薬剤師はその責任を果たしていかなければなり

ません。病院と地域の保険薬局の連携による薬剤師研修は、

地域医療に貢献することはもちろん、双方の成長を促す有益

な取り組みです。今後、このような取り組みが全国に広がり、

根付いていくことで、患者さんに貢献できれば素晴らしいと思

います。本日はありがとうございました。

セッション1
薬局薬剤師研修の狙いと研修プログラム

技能研修（抗がん剤
処方鑑査・無菌調製）
で用いるツールの例

レジメンチェックワークシート
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藤田保健衛生大学病院のがん専門薬剤師育成研修1
（5年間の研修プログラム）

資料1

藤田保健衛生大学病院のがん専門薬剤師育成研修2
（レジメンチェックワークシート／化学療法調製独り立ちチェック項目）

資料2

がん専門薬剤師育成研修プログラム
研修期間：5年間（週1回）
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●調剤・無菌調製
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●がん種別基礎知識
　疫学・診断・治療
●症例検討
●論文抄読会 など
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経験

●各種がんにおける薬学的介入
　服薬指導・副作用モニタリング
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■病院による薬局薬剤師研修の目的と概要

後藤　最初に、この座談会の趣旨について私から簡単に説明
させていただきます。少子高齢化の進行を背景に病院の機能

分化が急速に進んでいますが、この流れは地域医療構想に

よって加速し、「医療の場」としての在宅の重要性がクローズ

アップされてきました。特に、団塊の世代が後期高齢者に達す

る2025年以降、在宅医療のニーズは爆発的に拡大することが

予想されます。それは在宅における医療安全対策の需要拡大

をもたらし、医薬品適正使用および医薬品安全管理が社会的

な関心事となることを意味します。そこで求められるのは、地

域包括ケアシステムにおけるチーム医療の一員として高度な薬

学的管理を実践できる薬剤師であり、そのための人材育成が

重要な課題となっています。本座談会では、昨今の地域医療

構想の議論と、急速に高まる在宅医療のニーズを踏まえ、『地

域医療に根差した人材育成』をテーマに、病院と保険薬局の

連携による人材育成の重要性について、実際の取り組みを交

えながら議論を進めていきます。

　最初に、各施設の研修の目的と概要について紹介していた

だきます。藤田保健衛生大学病院では薬局チェーンの株式会

社アインメディオと提携して、薬局薬剤師を対象とした「がん専

門薬剤師育成研修」をスタートされました。薬剤部長の山田先

生からその目的と具体的なプログラムをお話しください。

山田　厚生労働省が2015年10月に発表した「患者のための
薬局ビジョン」では、2025年までに全ての薬局を「かかりつけ

薬局」とすることが掲げられました。その中で、強化・充実す

べき機能として高度薬学管理機能が示され、高度な知識・技

術・臨床経験を有する「がん専門薬剤師」のような専門薬剤

師を配置するとありました。当院には多くのがん患者さんが受

診し、経口抗がん剤は保険薬局で調剤、服薬指導、副作用モ

ニタリングを行っています。薬局薬剤師が、がんの専門的知識

を高め、病院薬剤師との連携によってがん患者さんをサポート

する体制を強化することが研修の目的の一つです。また、現

在、薬局薬剤師が「がん専門薬剤師」を取得するための環境

は整備されていません。その門戸を広げていくことは、教育機

関である大学病院の役割だと考えました。2017年2月にアイン

メディオと委託契約を締結し、3月から2名の薬剤師が研修を

開始しました。週1回、5年間にわたって当院で研修し、がん専

門薬剤師のライセンス取得を目指します。研修プログラムは、

日本医療薬学会が定めるガイドラインとコアカリキュラムに
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沿って、各種がんの知識、処方鑑査、服薬指導や副作用モニ

タリング、処方提案、抗がん剤の注射薬調製手技、などについ

て学びます。1～2年目は基礎知識と技能、3年目は基礎知識

と臨床経験、4～5年目は臨床経験に関する研修を重点的に

行います（資料1・2）。

後藤　アインメディオではどのような方針で2名を研修に送ら
れているのか、宮崎先生、お話しいただけますか。

宮崎　私も長年、薬局薬剤師を経験してきましたが、保険薬
局の役割は調剤だけではなく、付加価値を高めて地域に貢献

するべきだと考えてきました。「患者のための薬局ビジョン」を

受けて、かかりつけ薬剤師機能、高度薬学的管理機能の向上

に取り組む必要があり、薬局での研修強化が課題でした。山

田先生とお話をする中で、薬局薬剤師もがん専門薬剤師を目

指すことができると知り、非常に夢があると思いました。また、

薬局に勤務しながら病院の業務を体験できるというのは、薬

局薬剤師のキャリアアップにおいて非常に有用であり、会社と

しても、2025年までの道筋において必要な取り組みだと考え

ています。

後藤　大阪府済生会中津病院では、地域の薬局薬剤師を対
象とした6カ月間の研修制度を導入されています。研修の目的

と概要を萱野先生からご紹介ください。

萱野　私は2015年9月に大阪府済生会中津病院の薬剤部長
に着任しました。以前から薬局薬剤師を含めたチーム医療を

重視していましたので、当院でもトレーシングレポートによる情

報共有や吸入薬指導の勉強会の開催などにより、薬薬連携

を推進してきました。その中で、保険薬局から研修生の受け入

れについて依頼があったことが研修制度導入のきっかけで

す。薬局薬剤師が地域におけるチーム医療の一翼を担うため

には、医師、薬剤師、看護師などと顔の見える関係を築き、お

互いの仕事や専門性を理解し合うことが大切です。自由に病

院に出入りして情報収集ができる関係性を築くためにも、研

修は有効だと思いました。6カ月間の研修プログラムを作成し、

地域の保険薬局に募ったところ、2社から応募があり、2016

年11月より1名が、2017年1月にはフタツカ薬局の栗谷先生

が研修をスタートしました。その後、7月、8月、9月に各1名を

受け入れ、現在、3名が研修中です。研修プログラムは、最初

の2カ月間は化学療法、次の2カ月間は病棟業務、そして最後

の2カ月間は、本人の希望に応じたテーマでカリキュラムを組

むというのが特徴です（資料3・4）。研修生は月曜日から金曜

日まで、薬剤部の一員として、抗がん剤調製業務をはじめ病

棟業務、各種カンファレンス、チーム医療への参加など、調剤

以外の業務をOJTで学びます。AST（抗菌薬適正使用支援

チーム）カンファレンスでは薬局薬剤師が医師の前で症例報

告を行っています。

■地域包括ケアにおける薬剤師の役割と
　研修の意義

後藤　ここからは研修の意義について討議したいと思います。
病院においては平均在院日数が短くなり、病院薬剤師が個々

の患者さんに薬学的管理を行う機会が少なくなっています。急

性期の治療が終わった後は薬局薬剤師がしっかりフォローす

ることで、再入院を減らすことも期待されるところだと思いま

す。地域包括ケアにおける薬剤師の役割を踏まえ、病院と保

険薬局の協力体制などについてどのようにお考えでしょうか。

宮崎　薬局薬剤師にとって、病院での研修で得るものは大き
く、単なる知識習得に止まりません。例えば、がんの治療方針

やレジメンのポイントなどは各病院によって違うと思います。

そういうところを実際に病院で学ぶことができるのが研修の

一つの意義だと思います。

萱野　私は、病院のことをよく知っている薬局薬剤師が地域
に増えてほしいという思いがあります。患者さんをはじめ医師、

看護師、ケアマネジャーなどが、「薬に関する困ったことがあれ

ば、かかりつけ薬剤師に相談しよう」と考えるのが当然になる

状況を2025年までには実現したいと思っています。研修はそ

の足掛かりとなります。

山田　在宅医療における薬剤師の活躍が発展途上の段階で
ある現在、薬局薬剤師だけが頑張るのではなく、病院薬剤師

も在宅医療を推進する役割を担い、協力して地域の患者さん

の安全を守るべきだと考えています。当院では、退院患者さん

を病院薬剤師が一定期間フォローアップし、薬局薬剤師に橋

渡しをする取り組みを試験的に始めています。病院薬剤師が

定期的に在宅訪問をしながら、在宅医療に対応する薬局を探

し、一緒に訪問薬剤指導を行った後に引き継ぐというもので、

薬局薬剤師と病院薬剤師が連携を取りながら、患者さんを一

元的にフォローアップしていく体制の構築を目指しています。

後藤　退院時に薬剤情報提供書を渡すだけではなく、病院
と保険薬局の薬剤師が併走して支援する期間を持つわけで

すね。まさにシームレスな支援の形だと思います。今後は病院

薬剤師が薬局で研修し、地域の状況を理解することも必要に

なってくるでしょう。ところで、研修を実現するために病院執

行部に対してどのようにアプローチしたのでしょうか。

山田　地域医療に携わる医療従事者の一員として、高度な知
識とスキルを持った薬局薬剤師を育成し、病院を退院した患

者さんに対して、適切な薬学的支援がシームレスに継続される

体制を構築することは基幹病院の使命であり、真の意味での

地域完結型医療ではないかと病院長に訴えました。

萱野　当院でも同じです。地域医療の質を高めるための人材
育成は基幹病院の使命ですが、多くの病院職員は薬局薬剤

師の役割をよく知りませんので、一緒に学び合うことで地域

連携を推進したいと病院長に話しました。病院には金銭的な

負担をかけないこと、業務に支障をきたさないという条件で

理解してもらいました。当院は研修費として1日2,000円を設

定していますが、藤田保健衛生大学病院ではどのような状況

でしょうか。

山田　当院も1日1万円、年間48万円を研修費とする契約を
結んでいますが、がん指導・専門薬剤師を中心に、スタッフが

研修資料を作成し、マンツーマンで指導していますので、これ

は必要最低限の経費として頂いています。

後藤　宮崎先生、薬剤師不足の状況もある中で会社としての
メリットをどのように考えるか、そのあたりはいかがですか。

宮崎　確かに不安要素はありましたが、薬局側としてはメリッ
トの方が大きいですね。がん専門薬剤師を取得できることはも

ちろん、それに付随した当社の人材育成の方針を地域社会に

アピールできます。実際、学生からの問い合わせが多く、有能

な人材の採用につながる可能性があり、在職している薬剤師

の目標にもつながります。将来的には、基幹病院の門前薬局

にはがん専門薬剤師を必ず配置し、そこを核として地域包括

ケアにおける役割を果たしていきたいと考えています。

■研修生に聞く研修の実際と成果

後藤　このセッションからは、プログラムに参加している薬局
薬剤師3名の研修生にも加わっていただきます。研修の実際

とその成果について、まず藤田保健衛生大学病院の研修生

の田中先生と杉山先生、お願いします。

田中　研修開始にあたり、研修コアカリキュラムに沿って5年
間の流れを示していただきましたので、目的がより明確になり

ました。現在、半年が過ぎたところですが、最初の半年間は技

能研修として、薬局では経験することのない抗がん剤の無菌

調製の手技とレジメンチェック、最新の医薬品情報やガイドラ

インなどの調査方法、論文の評価法を習得しました。現在は、

基礎知識の研修が始まり、各種がんの臨床について学んでい

るところです。薬局でも勉強会や資料で学ぶことはできます

が、実際に見るのと体験するのでは全く違います。会社の研

修会などで研修の様子や学んだことを報告していますが、ス

タッフは実際に私たちが調製を行っている写真などを見ること

で興味も沸き、勉強熱心になっていると思います。

杉山　無菌調製における清潔操作や抗がん剤の曝露対策など
は何も知らない状態で1から教えていただきました。実際に体

験する中から、抗がん剤の種類や知っておくべき知識、レジメ

ンチェックの方法などを身につけることができました。薬局で

の業務にすぐに役立つかというと、なかなか難しいのですが、

研修前は処方意図が分からなかった処方箋も、研修で学んだ

知識を活用することで、予測したうえで疑義照会することがで

きるようになりました。研修での学びによって、探求心や疑問

を持って業務にあたることができるようになると思います。

後藤　テクニカルなことを身につけることも大切ですが、どの
ようなプロセスで作られたかを知っていることで、服薬指導ば

かりでなく、副作用モニタリング等の患者安全対策にも違い

が出てくると思います。それでは、大阪府済生会中津病院で

の研修について栗谷先生からお話しください。

栗谷　研修では抗がん剤調製、病棟業務、チーム医療への参
加など、病院薬剤師の業務を一通り経験できました。田中先

生、杉山先生が言われたように、自分の目で見ることのインパ

クトは大きく、例えば、持参薬鑑別では薬局薬剤師が薬を渡

した後の管理状況を見ることができ、非常に刺激的でした。

残薬の多さも目の当たりにし、服薬指導の重要性を考えさせら

れました。強く感じたのが、病院の情報量の多さです。薬局で

は処方内容や患者さんの話から処方意図などを推測するしか

ありませんが、病院ではカルテを見れば診断病名や臨床検査

値などの情報が得られ、分からないことがあれば医師に直接

聞くこともできます。薬局薬剤師が高度薬学管理をするために

は、情報が必要だということも再確認しました。退院時共同カ

ンファレンスをはじめ地域の多職種が集まる会にも頻繁に参

加しましたが、そこに薬局薬剤師の姿はほとんど見られませ

ん。かかりつけ薬剤師をしっかりアピールして、退院時には病

院から連絡が来るようにならなければいけないと思います。ま

た、重病の入院患者さんを目にすることで、外来患者さんが入

院しなくて済むように、かかりつけ医と連携して患者さんのケ

アを行っていくこと、さらには患者さんの健康意識を高めるこ

とが薬局薬剤師の役割だと痛感しました。成果というよりは、

今後の課題が多く見つかった研修でした。

後藤　皆さんが非常に有意義な研修を受けている様子がよく
分かりました。一方で、研修中に店舗を守ってくれているスタッ

フ達にはどのような形でフィードバックしているのでしょうか。

田中　病院での研修に限らず、薬局の外に出る機会があると
きには、学んだことや新しい情報をリアルタイムでスタッフに

フィードバックすることを心がけています。最新の情報を共有

し、研修も個人のためでなく薬局全体のメリットになることを

理解してもらっています。

杉山　私も薬局の外で得た新たな知識や情報、病院の状況な
どを必ず伝えています。また、研修の翌日には、店を守ってくれ

ていたスタッフに留守の間の様子を聞きます。大きな問題では

なくても、管理者不在時に困ることは少なからずあり、その気

づきから業務改善につながることもありました。私の研修を通

して、スキルアップも業務改善も、皆で頑張っていこうという意

識が高まるようにすることが大切だと思っています。

後藤　他のスタッフにも、次は自分が頑張ろうと思ってもらえ
る伝え方をしていくことも大事ですね。宮崎先生、研修生を送

り出す立場としてはどのような思いがありましたか。

宮崎　社内で研修生を募集したところ、この２人が手を挙げま
した。もともとそういう積極的な素質を持っている人間は、ど

んなことにも非常に積極的です。例えば、かかりつけ薬剤師は

患者さんの同意書が必要ですが、2人とも200～300人以上の

担当患者から同意を取得しています。社員の中であのような存

在になりたいというロールモデルになってほしいと思います。

栗谷　私の場合、周囲からはうらやましいという声が多かった
です。4年制の薬学教育を受け、卒業後ずっと薬局勤務をして

いると、病院のことがよく分かりませんので、いま、病院では

どのようなことが行われているのかを伝えました。

■研修実施病院におけるメリットと課題

後藤　研修生を受け入れる病院側のメリットや課題について
はどのようにお考えですか。

山田　薬局薬剤師の病院研修に対し、医師は非常に興味を
持っており、今後、がん患者さんのフォローアップを担ってほし

いと期待しています。逆に言えば、この研修を成功させなけれ

ば、医師からの信頼が勝ち取れないことになりますので、是が

非でも成功させなければなりません。

萱野　当院の職員にアンケート調査をしたところ、熱心な研修
生が必死に学んでいる姿を見て刺激を受けています。また、

研修は続けた方が良いとの意見もありました。最近では、地域

包括ケア病棟や回復期リハビリテーション病棟などでの業務

を経験してもらう中で、研修生が退院時共同カンファレンスに

参加できない薬局薬剤師との情報交換役になってくれていま

す。課題をあげるとすれば、まだ手探りの状態であり、スタッ

フの多い月と少ない月、あるいは新人が入ってくる年度初めな

ど、研修に濃淡ができるのではないかという心配があります。

しかし、2025年に向けて時間もないため、研修を希望する声

があれば全力で応えたいという気持ちでいっぱいです。

後藤　薬局薬剤師が高度薬学的管理を行っていく上での課
題として、得られる情報が限られていることが挙げられます。

最近ではＩＣＴを活用した医療情報ネットワークが各地で構築

され、情報インフラは整備されてきていますね。

山田　当院で構築している「藤田医療情報ネットワーク」の場
合は、インターネット環境さえあれば登録でき、患者基本情報、

アレルギー情報、処方、検査結果などが閲覧できます。私も薬

剤師会に活用をアピールしているのですが、門前の薬局以外

はなかなか使用してくれず、せっかくのツールが活用されてい

ないのは寂しいですね。

後藤　福井県も「ふくいメディカルネット」がありますが、やは
り保険薬局の登録が少ない状況です。情報インフラは使わな

ければ消滅してしまいますので積極的に活用して、患者支援

に役立ててほしいと思います。

萱野　ICTによる情報共有はもちろん大切ですが、電子カル
テの前に紙カルテによる運用があったように、地域医療連携、

特に薬局薬剤師が参加するチーム医療型地域医療を行う上で

は、アナログ的な運用も必要だと考えています。当院では、ト

レーシングレポートによる外来患者の情報共有と相互にフィー

ドバックし合う運用の確立に力を入れています。

■地域に根差した人材育成への期待

後藤　研修生の皆さんは、研修での学びを、今後どのように
活かしていきたいと思います。

田中　これまで病院の退院時カンファレンスなどに参加する
ことがありませんでしたが、研修を通じて多職種が話し合う場

の必要性を感じました。最初は発言ができなくても、参加する

ことで、他職種の視点や専門性から多くを学ぶことができま

す。地域包括ケアにおいては、地域全体が一つの医療機関だ

という認識で、積極的にチーム医療に参加していくべきであ

り、研修での学びを地域医療の現場で活かしていきたいと思

います。

杉山　私の目標の一つは、がんに対する知識や患者さんへの
対応などについて、社内で教育できる立場となることです。そ

の一歩として、がん専門薬剤師の取得という明確な目標があ

りますので、しっかりと研修に取り組んでいきます。また、薬

局での業務においても、病院薬剤師の協力を得ながら、研修

で学んだことを活かしていきたいと思います。

栗谷　済生会中津病院では、後半2か月間は自分の興味のあ
るテーマを選択して研修できます。私は研修の成果として、全

店舗で取り組めることを持ち帰りたいと考え、最後の2カ月間

は地域連携について学びました。また、同時期に研修した薬

剤師はがんを選択しました。薬局に求められることは非常に幅

広いのですが、各研修生が地域に戻った時に、どんな形であ

れ地域医療の発展に貢献できると思いますし、それぞれの得

意分野を融合することで、患者さんを総合的に支援することも

できます。私自身は、薬局に戻った現在、基幹病院とのトレー

シングレポートによる情報提供を中心に連携を深めており、ス

タッフにも地域の勉強会への参加を促しています。今後、地域

連携を全社的な取り組みへと広げたいと思っています。

後藤　皆さんは開拓者です。次には皆さん方が教える側になっ
て、薬局薬剤師の育成に力を発揮することを期待しています。

さて、地域包括ケアの時代に向けた人材育成を考えた時、私

は教育というのは10年後、20年後に対応できる人材を育てる

ことが大切だと考えています。例えば、現在は薬剤師がバイタ

ルサインの知識とスキルを活用する機会はあまりありません

が、地域包括ケアにおいては必要になるでしょう。それでは最

後に、将来を見据えた人材育成の展望を語っていただけます

でしょうか。

宮崎　薬局薬剤師には、地域の多職種と接する中で、薬剤師
としての総合的な人間力をつけてほしい。それが地域包括ケ

アの中で活躍するための基盤だと思います。同時に、薬局薬

剤師に求められる役割が高度化する中で、もっと医療につい

て学び、スキルアップしなければいけません。新卒で保険薬局

に就職した薬剤師には、3カ月間程度の病院研修を必須にす

る仕組みをつくってはどうかという意見も聞かれますが、私も

賛成です。いずれ実現されることを期待しています。

山田　後藤先生が言われたように、人材育成の根幹は、将来、
どのような薬剤師になっているかをイメージできるシステムや

プログラムを提示することです。当院の研修は1年ごとのカリ

キュラムを積み重ねて、5年後にはがん専門薬剤師である自分

の姿をイメージできるものになっています。一方、研修生が目

標に向かって頑張る姿を見て、当院のスタッフも良い刺激を受

けています。今後も研修制度を継続し、できれば毎年2名ず

つ、最大10名の研修生を受け入れられる体制を敷いていき、

将来的には薬局薬剤師研修のモデルとして全国に発信してい

きたいと考えています。

萱野　当院では、研修生を教えることで病院薬剤師も学ぶと
いう好循環が自然にでき上ってきました。今後も研修内容や

体制を充実させ、継続的に薬局薬剤師を受け入れていく計画

です。私自身、若い頃に大学病院で6カ月間研修した経験が

あり、そこで学んだことや人との出会いが、人生において大き

く役立っています。そうした経験を1人でも多くの薬剤師にして

もらいたい。そして近い将来、医師や看護師が患者さんの顔を

見ただけで、かかりつけ薬剤師の顔が浮かぶという状況を作

りたいと思います。一方で、当院は半径3キロ以内に500床以

上の病院がひしめいている地域にあります。患者さんに選ば

れる病院になるためにも、薬局薬剤師をはじめ地域の多職種

が応援してくれる病院にすることが目標です。

後藤　先生方から、将来に向けて重要な課題を提示していた
だきました。2025年まであと7年です。地域包括ケアシステム

の一員として、薬剤師はその責任を果たしていかなければなり

ません。病院と地域の保険薬局の連携による薬剤師研修は、

地域医療に貢献することはもちろん、双方の成長を促す有益

な取り組みです。今後、このような取り組みが全国に広がり、

根付いていくことで、患者さんに貢献できれば素晴らしいと思

います。本日はありがとうございました。

済生会中津病院の研修プログラム1　
（6ヵ月間の研修スケジュール：フタツカ薬局　栗谷先生の例）

資料3
済生会中津病院の研修プログラム2
（1週間のスケジュール：フタツカ薬局　栗谷先生の例）

資料4

研修スケジュール 調剤業務、AST
勉強会へ参加

がん
1月

2月

3月

4月

5月

6月

抗がん剤調製、取り揃え、レジメン学習
TPN混注、TDM業務、老健・特養施設
外来化学療法指導、緩和ケアラウンド
注射薬調剤、キャンサーボードへ参加

病棟カンファレンス、持参薬鑑別
病棟業務（初回面談、継続・退院時指導）
退院前カンファレンス、糖尿病教室
NSTへ参加、OPE室業務、PET業務

私は… ・地域連携勉強会へ参加
・退院時薬剤情報提供書作成
・持参薬データ整理
・各種カンファレンスへ参加

1/4～6/30　8:30～17:30

病棟

選択

月曜日
研修スケジュール

抗がん剤
調製

持参薬鑑別

病棟業務
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土・日は勉強会に参加することが多い

火曜日
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調製 抗がん剤

調製

取り揃え

ICT
ラウンド
調剤業務

AST
カンファ

抗がん剤
調製

抗がん剤
調製

退院前
カンファ

糖尿病教室

病棟業務

TPN混注

NST
カンファ

NST
ラウンド

抗がん剤
勉強会

外来化学
療法指導

持参薬鑑別

病棟
カンファ

新薬勉強会

水曜日 木曜日 金曜日
…とある1週間



■病院による薬局薬剤師研修の目的と概要

後藤　最初に、この座談会の趣旨について私から簡単に説明
させていただきます。少子高齢化の進行を背景に病院の機能

分化が急速に進んでいますが、この流れは地域医療構想に

よって加速し、「医療の場」としての在宅の重要性がクローズ

アップされてきました。特に、団塊の世代が後期高齢者に達す

る2025年以降、在宅医療のニーズは爆発的に拡大することが

予想されます。それは在宅における医療安全対策の需要拡大

をもたらし、医薬品適正使用および医薬品安全管理が社会的

な関心事となることを意味します。そこで求められるのは、地

域包括ケアシステムにおけるチーム医療の一員として高度な薬

学的管理を実践できる薬剤師であり、そのための人材育成が

重要な課題となっています。本座談会では、昨今の地域医療

構想の議論と、急速に高まる在宅医療のニーズを踏まえ、『地

域医療に根差した人材育成』をテーマに、病院と保険薬局の

連携による人材育成の重要性について、実際の取り組みを交

えながら議論を進めていきます。

　最初に、各施設の研修の目的と概要について紹介していた

だきます。藤田保健衛生大学病院では薬局チェーンの株式会

社アインメディオと提携して、薬局薬剤師を対象とした「がん専

門薬剤師育成研修」をスタートされました。薬剤部長の山田先

生からその目的と具体的なプログラムをお話しください。

山田　厚生労働省が2015年10月に発表した「患者のための
薬局ビジョン」では、2025年までに全ての薬局を「かかりつけ

薬局」とすることが掲げられました。その中で、強化・充実す

べき機能として高度薬学管理機能が示され、高度な知識・技

術・臨床経験を有する「がん専門薬剤師」のような専門薬剤

師を配置するとありました。当院には多くのがん患者さんが受

診し、経口抗がん剤は保険薬局で調剤、服薬指導、副作用モ

ニタリングを行っています。薬局薬剤師が、がんの専門的知識

を高め、病院薬剤師との連携によってがん患者さんをサポート

する体制を強化することが研修の目的の一つです。また、現

在、薬局薬剤師が「がん専門薬剤師」を取得するための環境

は整備されていません。その門戸を広げていくことは、教育機

関である大学病院の役割だと考えました。2017年2月にアイン

メディオと委託契約を締結し、3月から2名の薬剤師が研修を

開始しました。週1回、5年間にわたって当院で研修し、がん専

門薬剤師のライセンス取得を目指します。研修プログラムは、

日本医療薬学会が定めるガイドラインとコアカリキュラムに
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沿って、各種がんの知識、処方鑑査、服薬指導や副作用モニ

タリング、処方提案、抗がん剤の注射薬調製手技、などについ

て学びます。1～2年目は基礎知識と技能、3年目は基礎知識

と臨床経験、4～5年目は臨床経験に関する研修を重点的に

行います（資料1・2）。

後藤　アインメディオではどのような方針で2名を研修に送ら
れているのか、宮崎先生、お話しいただけますか。

宮崎　私も長年、薬局薬剤師を経験してきましたが、保険薬
局の役割は調剤だけではなく、付加価値を高めて地域に貢献

するべきだと考えてきました。「患者のための薬局ビジョン」を

受けて、かかりつけ薬剤師機能、高度薬学的管理機能の向上

に取り組む必要があり、薬局での研修強化が課題でした。山

田先生とお話をする中で、薬局薬剤師もがん専門薬剤師を目

指すことができると知り、非常に夢があると思いました。また、

薬局に勤務しながら病院の業務を体験できるというのは、薬

局薬剤師のキャリアアップにおいて非常に有用であり、会社と

しても、2025年までの道筋において必要な取り組みだと考え

ています。

後藤　大阪府済生会中津病院では、地域の薬局薬剤師を対
象とした6カ月間の研修制度を導入されています。研修の目的

と概要を萱野先生からご紹介ください。

萱野　私は2015年9月に大阪府済生会中津病院の薬剤部長
に着任しました。以前から薬局薬剤師を含めたチーム医療を

重視していましたので、当院でもトレーシングレポートによる情

報共有や吸入薬指導の勉強会の開催などにより、薬薬連携

を推進してきました。その中で、保険薬局から研修生の受け入

れについて依頼があったことが研修制度導入のきっかけで

す。薬局薬剤師が地域におけるチーム医療の一翼を担うため

には、医師、薬剤師、看護師などと顔の見える関係を築き、お

互いの仕事や専門性を理解し合うことが大切です。自由に病

院に出入りして情報収集ができる関係性を築くためにも、研

修は有効だと思いました。6カ月間の研修プログラムを作成し、

地域の保険薬局に募ったところ、2社から応募があり、2016

年11月より1名が、2017年1月にはフタツカ薬局の栗谷先生

が研修をスタートしました。その後、7月、8月、9月に各1名を

受け入れ、現在、3名が研修中です。研修プログラムは、最初

の2カ月間は化学療法、次の2カ月間は病棟業務、そして最後

の2カ月間は、本人の希望に応じたテーマでカリキュラムを組

むというのが特徴です（資料3・4）。研修生は月曜日から金曜

日まで、薬剤部の一員として、抗がん剤調製業務をはじめ病

棟業務、各種カンファレンス、チーム医療への参加など、調剤

以外の業務をOJTで学びます。AST（抗菌薬適正使用支援

チーム）カンファレンスでは薬局薬剤師が医師の前で症例報

告を行っています。

■地域包括ケアにおける薬剤師の役割と
　研修の意義

後藤　ここからは研修の意義について討議したいと思います。
病院においては平均在院日数が短くなり、病院薬剤師が個々

の患者さんに薬学的管理を行う機会が少なくなっています。急

性期の治療が終わった後は薬局薬剤師がしっかりフォローす

ることで、再入院を減らすことも期待されるところだと思いま

す。地域包括ケアにおける薬剤師の役割を踏まえ、病院と保

険薬局の協力体制などについてどのようにお考えでしょうか。

宮崎　薬局薬剤師にとって、病院での研修で得るものは大き
く、単なる知識習得に止まりません。例えば、がんの治療方針

やレジメンのポイントなどは各病院によって違うと思います。

そういうところを実際に病院で学ぶことができるのが研修の

一つの意義だと思います。

萱野　私は、病院のことをよく知っている薬局薬剤師が地域
に増えてほしいという思いがあります。患者さんをはじめ医師、

看護師、ケアマネジャーなどが、「薬に関する困ったことがあれ

ば、かかりつけ薬剤師に相談しよう」と考えるのが当然になる

状況を2025年までには実現したいと思っています。研修はそ

の足掛かりとなります。

山田　在宅医療における薬剤師の活躍が発展途上の段階で
ある現在、薬局薬剤師だけが頑張るのではなく、病院薬剤師

も在宅医療を推進する役割を担い、協力して地域の患者さん

の安全を守るべきだと考えています。当院では、退院患者さん

を病院薬剤師が一定期間フォローアップし、薬局薬剤師に橋

渡しをする取り組みを試験的に始めています。病院薬剤師が

定期的に在宅訪問をしながら、在宅医療に対応する薬局を探

し、一緒に訪問薬剤指導を行った後に引き継ぐというもので、

薬局薬剤師と病院薬剤師が連携を取りながら、患者さんを一

元的にフォローアップしていく体制の構築を目指しています。

後藤　退院時に薬剤情報提供書を渡すだけではなく、病院
と保険薬局の薬剤師が併走して支援する期間を持つわけで

すね。まさにシームレスな支援の形だと思います。今後は病院

薬剤師が薬局で研修し、地域の状況を理解することも必要に

なってくるでしょう。ところで、研修を実現するために病院執

行部に対してどのようにアプローチしたのでしょうか。

山田　地域医療に携わる医療従事者の一員として、高度な知
識とスキルを持った薬局薬剤師を育成し、病院を退院した患

者さんに対して、適切な薬学的支援がシームレスに継続される

体制を構築することは基幹病院の使命であり、真の意味での

地域完結型医療ではないかと病院長に訴えました。

萱野　当院でも同じです。地域医療の質を高めるための人材
育成は基幹病院の使命ですが、多くの病院職員は薬局薬剤

師の役割をよく知りませんので、一緒に学び合うことで地域

連携を推進したいと病院長に話しました。病院には金銭的な

負担をかけないこと、業務に支障をきたさないという条件で

理解してもらいました。当院は研修費として1日2,000円を設

定していますが、藤田保健衛生大学病院ではどのような状況

でしょうか。

山田　当院も1日1万円、年間48万円を研修費とする契約を
結んでいますが、がん指導・専門薬剤師を中心に、スタッフが

研修資料を作成し、マンツーマンで指導していますので、これ

は必要最低限の経費として頂いています。

後藤　宮崎先生、薬剤師不足の状況もある中で会社としての
メリットをどのように考えるか、そのあたりはいかがですか。

宮崎　確かに不安要素はありましたが、薬局側としてはメリッ
トの方が大きいですね。がん専門薬剤師を取得できることはも

ちろん、それに付随した当社の人材育成の方針を地域社会に

アピールできます。実際、学生からの問い合わせが多く、有能

な人材の採用につながる可能性があり、在職している薬剤師

の目標にもつながります。将来的には、基幹病院の門前薬局

にはがん専門薬剤師を必ず配置し、そこを核として地域包括

ケアにおける役割を果たしていきたいと考えています。

■研修生に聞く研修の実際と成果

後藤　このセッションからは、プログラムに参加している薬局
薬剤師3名の研修生にも加わっていただきます。研修の実際

とその成果について、まず藤田保健衛生大学病院の研修生

の田中先生と杉山先生、お願いします。

田中　研修開始にあたり、研修コアカリキュラムに沿って5年
間の流れを示していただきましたので、目的がより明確になり

ました。現在、半年が過ぎたところですが、最初の半年間は技

能研修として、薬局では経験することのない抗がん剤の無菌

調製の手技とレジメンチェック、最新の医薬品情報やガイドラ

インなどの調査方法、論文の評価法を習得しました。現在は、

基礎知識の研修が始まり、各種がんの臨床について学んでい

るところです。薬局でも勉強会や資料で学ぶことはできます

が、実際に見るのと体験するのでは全く違います。会社の研

修会などで研修の様子や学んだことを報告していますが、ス

タッフは実際に私たちが調製を行っている写真などを見ること

で興味も沸き、勉強熱心になっていると思います。

杉山　無菌調製における清潔操作や抗がん剤の曝露対策など
は何も知らない状態で1から教えていただきました。実際に体

験する中から、抗がん剤の種類や知っておくべき知識、レジメ

ンチェックの方法などを身につけることができました。薬局で

の業務にすぐに役立つかというと、なかなか難しいのですが、

研修前は処方意図が分からなかった処方箋も、研修で学んだ

知識を活用することで、予測したうえで疑義照会することがで

きるようになりました。研修での学びによって、探求心や疑問

を持って業務にあたることができるようになると思います。

後藤　テクニカルなことを身につけることも大切ですが、どの
ようなプロセスで作られたかを知っていることで、服薬指導ば

かりでなく、副作用モニタリング等の患者安全対策にも違い

が出てくると思います。それでは、大阪府済生会中津病院で

の研修について栗谷先生からお話しください。

栗谷　研修では抗がん剤調製、病棟業務、チーム医療への参
加など、病院薬剤師の業務を一通り経験できました。田中先

生、杉山先生が言われたように、自分の目で見ることのインパ

クトは大きく、例えば、持参薬鑑別では薬局薬剤師が薬を渡

した後の管理状況を見ることができ、非常に刺激的でした。

残薬の多さも目の当たりにし、服薬指導の重要性を考えさせら

れました。強く感じたのが、病院の情報量の多さです。薬局で

は処方内容や患者さんの話から処方意図などを推測するしか

ありませんが、病院ではカルテを見れば診断病名や臨床検査

値などの情報が得られ、分からないことがあれば医師に直接

聞くこともできます。薬局薬剤師が高度薬学管理をするために

は、情報が必要だということも再確認しました。退院時共同カ

ンファレンスをはじめ地域の多職種が集まる会にも頻繁に参

加しましたが、そこに薬局薬剤師の姿はほとんど見られませ

ん。かかりつけ薬剤師をしっかりアピールして、退院時には病

院から連絡が来るようにならなければいけないと思います。ま

た、重病の入院患者さんを目にすることで、外来患者さんが入

院しなくて済むように、かかりつけ医と連携して患者さんのケ

アを行っていくこと、さらには患者さんの健康意識を高めるこ

とが薬局薬剤師の役割だと痛感しました。成果というよりは、

今後の課題が多く見つかった研修でした。

後藤　皆さんが非常に有意義な研修を受けている様子がよく
分かりました。一方で、研修中に店舗を守ってくれているスタッ

フ達にはどのような形でフィードバックしているのでしょうか。

田中　病院での研修に限らず、薬局の外に出る機会があると
きには、学んだことや新しい情報をリアルタイムでスタッフに

フィードバックすることを心がけています。最新の情報を共有

し、研修も個人のためでなく薬局全体のメリットになることを

理解してもらっています。

杉山　私も薬局の外で得た新たな知識や情報、病院の状況な
どを必ず伝えています。また、研修の翌日には、店を守ってくれ

ていたスタッフに留守の間の様子を聞きます。大きな問題では

なくても、管理者不在時に困ることは少なからずあり、その気

づきから業務改善につながることもありました。私の研修を通

して、スキルアップも業務改善も、皆で頑張っていこうという意

識が高まるようにすることが大切だと思っています。

後藤　他のスタッフにも、次は自分が頑張ろうと思ってもらえ
る伝え方をしていくことも大事ですね。宮崎先生、研修生を送

り出す立場としてはどのような思いがありましたか。

宮崎　社内で研修生を募集したところ、この２人が手を挙げま
した。もともとそういう積極的な素質を持っている人間は、ど

んなことにも非常に積極的です。例えば、かかりつけ薬剤師は

患者さんの同意書が必要ですが、2人とも200～300人以上の

担当患者から同意を取得しています。社員の中であのような存

在になりたいというロールモデルになってほしいと思います。

栗谷　私の場合、周囲からはうらやましいという声が多かった
です。4年制の薬学教育を受け、卒業後ずっと薬局勤務をして

いると、病院のことがよく分かりませんので、いま、病院では

どのようなことが行われているのかを伝えました。

■研修実施病院におけるメリットと課題

後藤　研修生を受け入れる病院側のメリットや課題について
はどのようにお考えですか。

山田　薬局薬剤師の病院研修に対し、医師は非常に興味を
持っており、今後、がん患者さんのフォローアップを担ってほし

いと期待しています。逆に言えば、この研修を成功させなけれ

ば、医師からの信頼が勝ち取れないことになりますので、是が

非でも成功させなければなりません。

萱野　当院の職員にアンケート調査をしたところ、熱心な研修
生が必死に学んでいる姿を見て刺激を受けています。また、

研修は続けた方が良いとの意見もありました。最近では、地域

包括ケア病棟や回復期リハビリテーション病棟などでの業務

を経験してもらう中で、研修生が退院時共同カンファレンスに

参加できない薬局薬剤師との情報交換役になってくれていま

す。課題をあげるとすれば、まだ手探りの状態であり、スタッ

フの多い月と少ない月、あるいは新人が入ってくる年度初めな

ど、研修に濃淡ができるのではないかという心配があります。

しかし、2025年に向けて時間もないため、研修を希望する声

があれば全力で応えたいという気持ちでいっぱいです。

後藤　薬局薬剤師が高度薬学的管理を行っていく上での課
題として、得られる情報が限られていることが挙げられます。

最近ではＩＣＴを活用した医療情報ネットワークが各地で構築

され、情報インフラは整備されてきていますね。

山田　当院で構築している「藤田医療情報ネットワーク」の場
合は、インターネット環境さえあれば登録でき、患者基本情報、

アレルギー情報、処方、検査結果などが閲覧できます。私も薬

剤師会に活用をアピールしているのですが、門前の薬局以外

はなかなか使用してくれず、せっかくのツールが活用されてい

ないのは寂しいですね。

後藤　福井県も「ふくいメディカルネット」がありますが、やは
り保険薬局の登録が少ない状況です。情報インフラは使わな

ければ消滅してしまいますので積極的に活用して、患者支援

に役立ててほしいと思います。

萱野　ICTによる情報共有はもちろん大切ですが、電子カル
テの前に紙カルテによる運用があったように、地域医療連携、

特に薬局薬剤師が参加するチーム医療型地域医療を行う上で

は、アナログ的な運用も必要だと考えています。当院では、ト

レーシングレポートによる外来患者の情報共有と相互にフィー

ドバックし合う運用の確立に力を入れています。

■地域に根差した人材育成への期待

後藤　研修生の皆さんは、研修での学びを、今後どのように
活かしていきたいと思います。

田中　これまで病院の退院時カンファレンスなどに参加する
ことがありませんでしたが、研修を通じて多職種が話し合う場

の必要性を感じました。最初は発言ができなくても、参加する

ことで、他職種の視点や専門性から多くを学ぶことができま

す。地域包括ケアにおいては、地域全体が一つの医療機関だ

という認識で、積極的にチーム医療に参加していくべきであ

り、研修での学びを地域医療の現場で活かしていきたいと思

います。

杉山　私の目標の一つは、がんに対する知識や患者さんへの
対応などについて、社内で教育できる立場となることです。そ

の一歩として、がん専門薬剤師の取得という明確な目標があ

りますので、しっかりと研修に取り組んでいきます。また、薬

局での業務においても、病院薬剤師の協力を得ながら、研修

で学んだことを活かしていきたいと思います。

栗谷　済生会中津病院では、後半2か月間は自分の興味のあ
るテーマを選択して研修できます。私は研修の成果として、全

店舗で取り組めることを持ち帰りたいと考え、最後の2カ月間

は地域連携について学びました。また、同時期に研修した薬

剤師はがんを選択しました。薬局に求められることは非常に幅

広いのですが、各研修生が地域に戻った時に、どんな形であ

れ地域医療の発展に貢献できると思いますし、それぞれの得

意分野を融合することで、患者さんを総合的に支援することも

できます。私自身は、薬局に戻った現在、基幹病院とのトレー

シングレポートによる情報提供を中心に連携を深めており、ス

タッフにも地域の勉強会への参加を促しています。今後、地域

連携を全社的な取り組みへと広げたいと思っています。

後藤　皆さんは開拓者です。次には皆さん方が教える側になっ
て、薬局薬剤師の育成に力を発揮することを期待しています。

さて、地域包括ケアの時代に向けた人材育成を考えた時、私

は教育というのは10年後、20年後に対応できる人材を育てる

ことが大切だと考えています。例えば、現在は薬剤師がバイタ

ルサインの知識とスキルを活用する機会はあまりありません

が、地域包括ケアにおいては必要になるでしょう。それでは最

後に、将来を見据えた人材育成の展望を語っていただけます

でしょうか。

宮崎　薬局薬剤師には、地域の多職種と接する中で、薬剤師
としての総合的な人間力をつけてほしい。それが地域包括ケ

アの中で活躍するための基盤だと思います。同時に、薬局薬

剤師に求められる役割が高度化する中で、もっと医療につい

て学び、スキルアップしなければいけません。新卒で保険薬局

に就職した薬剤師には、3カ月間程度の病院研修を必須にす

る仕組みをつくってはどうかという意見も聞かれますが、私も

賛成です。いずれ実現されることを期待しています。

山田　後藤先生が言われたように、人材育成の根幹は、将来、
どのような薬剤師になっているかをイメージできるシステムや

プログラムを提示することです。当院の研修は1年ごとのカリ

キュラムを積み重ねて、5年後にはがん専門薬剤師である自分

の姿をイメージできるものになっています。一方、研修生が目

標に向かって頑張る姿を見て、当院のスタッフも良い刺激を受

けています。今後も研修制度を継続し、できれば毎年2名ず

つ、最大10名の研修生を受け入れられる体制を敷いていき、

将来的には薬局薬剤師研修のモデルとして全国に発信してい

きたいと考えています。

萱野　当院では、研修生を教えることで病院薬剤師も学ぶと
いう好循環が自然にでき上ってきました。今後も研修内容や

体制を充実させ、継続的に薬局薬剤師を受け入れていく計画

です。私自身、若い頃に大学病院で6カ月間研修した経験が

あり、そこで学んだことや人との出会いが、人生において大き

く役立っています。そうした経験を1人でも多くの薬剤師にして

もらいたい。そして近い将来、医師や看護師が患者さんの顔を

見ただけで、かかりつけ薬剤師の顔が浮かぶという状況を作

りたいと思います。一方で、当院は半径3キロ以内に500床以

上の病院がひしめいている地域にあります。患者さんに選ば

れる病院になるためにも、薬局薬剤師をはじめ地域の多職種

が応援してくれる病院にすることが目標です。

後藤　先生方から、将来に向けて重要な課題を提示していた
だきました。2025年まであと7年です。地域包括ケアシステム

の一員として、薬剤師はその責任を果たしていかなければなり

ません。病院と地域の保険薬局の連携による薬剤師研修は、

地域医療に貢献することはもちろん、双方の成長を促す有益

な取り組みです。今後、このような取り組みが全国に広がり、

根付いていくことで、患者さんに貢献できれば素晴らしいと思

います。本日はありがとうございました。

セッション2
薬局薬剤師育成研修のメリットと課題



■病院による薬局薬剤師研修の目的と概要

後藤　最初に、この座談会の趣旨について私から簡単に説明
させていただきます。少子高齢化の進行を背景に病院の機能

分化が急速に進んでいますが、この流れは地域医療構想に

よって加速し、「医療の場」としての在宅の重要性がクローズ

アップされてきました。特に、団塊の世代が後期高齢者に達す

る2025年以降、在宅医療のニーズは爆発的に拡大することが

予想されます。それは在宅における医療安全対策の需要拡大

をもたらし、医薬品適正使用および医薬品安全管理が社会的

な関心事となることを意味します。そこで求められるのは、地

域包括ケアシステムにおけるチーム医療の一員として高度な薬

学的管理を実践できる薬剤師であり、そのための人材育成が

重要な課題となっています。本座談会では、昨今の地域医療

構想の議論と、急速に高まる在宅医療のニーズを踏まえ、『地

域医療に根差した人材育成』をテーマに、病院と保険薬局の

連携による人材育成の重要性について、実際の取り組みを交

えながら議論を進めていきます。

　最初に、各施設の研修の目的と概要について紹介していた

だきます。藤田保健衛生大学病院では薬局チェーンの株式会

社アインメディオと提携して、薬局薬剤師を対象とした「がん専

門薬剤師育成研修」をスタートされました。薬剤部長の山田先

生からその目的と具体的なプログラムをお話しください。

山田　厚生労働省が2015年10月に発表した「患者のための
薬局ビジョン」では、2025年までに全ての薬局を「かかりつけ

薬局」とすることが掲げられました。その中で、強化・充実す

べき機能として高度薬学管理機能が示され、高度な知識・技

術・臨床経験を有する「がん専門薬剤師」のような専門薬剤

師を配置するとありました。当院には多くのがん患者さんが受

診し、経口抗がん剤は保険薬局で調剤、服薬指導、副作用モ

ニタリングを行っています。薬局薬剤師が、がんの専門的知識

を高め、病院薬剤師との連携によってがん患者さんをサポート

する体制を強化することが研修の目的の一つです。また、現

在、薬局薬剤師が「がん専門薬剤師」を取得するための環境

は整備されていません。その門戸を広げていくことは、教育機

関である大学病院の役割だと考えました。2017年2月にアイン

メディオと委託契約を締結し、3月から2名の薬剤師が研修を

開始しました。週1回、5年間にわたって当院で研修し、がん専

門薬剤師のライセンス取得を目指します。研修プログラムは、

日本医療薬学会が定めるガイドラインとコアカリキュラムに
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沿って、各種がんの知識、処方鑑査、服薬指導や副作用モニ

タリング、処方提案、抗がん剤の注射薬調製手技、などについ

て学びます。1～2年目は基礎知識と技能、3年目は基礎知識

と臨床経験、4～5年目は臨床経験に関する研修を重点的に

行います（資料1・2）。

後藤　アインメディオではどのような方針で2名を研修に送ら
れているのか、宮崎先生、お話しいただけますか。

宮崎　私も長年、薬局薬剤師を経験してきましたが、保険薬
局の役割は調剤だけではなく、付加価値を高めて地域に貢献

するべきだと考えてきました。「患者のための薬局ビジョン」を

受けて、かかりつけ薬剤師機能、高度薬学的管理機能の向上

に取り組む必要があり、薬局での研修強化が課題でした。山

田先生とお話をする中で、薬局薬剤師もがん専門薬剤師を目

指すことができると知り、非常に夢があると思いました。また、

薬局に勤務しながら病院の業務を体験できるというのは、薬

局薬剤師のキャリアアップにおいて非常に有用であり、会社と

しても、2025年までの道筋において必要な取り組みだと考え

ています。

後藤　大阪府済生会中津病院では、地域の薬局薬剤師を対
象とした6カ月間の研修制度を導入されています。研修の目的

と概要を萱野先生からご紹介ください。

萱野　私は2015年9月に大阪府済生会中津病院の薬剤部長
に着任しました。以前から薬局薬剤師を含めたチーム医療を

重視していましたので、当院でもトレーシングレポートによる情

報共有や吸入薬指導の勉強会の開催などにより、薬薬連携

を推進してきました。その中で、保険薬局から研修生の受け入

れについて依頼があったことが研修制度導入のきっかけで

す。薬局薬剤師が地域におけるチーム医療の一翼を担うため

には、医師、薬剤師、看護師などと顔の見える関係を築き、お

互いの仕事や専門性を理解し合うことが大切です。自由に病

院に出入りして情報収集ができる関係性を築くためにも、研

修は有効だと思いました。6カ月間の研修プログラムを作成し、

地域の保険薬局に募ったところ、2社から応募があり、2016

年11月より1名が、2017年1月にはフタツカ薬局の栗谷先生

が研修をスタートしました。その後、7月、8月、9月に各1名を

受け入れ、現在、3名が研修中です。研修プログラムは、最初

の2カ月間は化学療法、次の2カ月間は病棟業務、そして最後

の2カ月間は、本人の希望に応じたテーマでカリキュラムを組

むというのが特徴です（資料3・4）。研修生は月曜日から金曜

日まで、薬剤部の一員として、抗がん剤調製業務をはじめ病

棟業務、各種カンファレンス、チーム医療への参加など、調剤

以外の業務をOJTで学びます。AST（抗菌薬適正使用支援

チーム）カンファレンスでは薬局薬剤師が医師の前で症例報

告を行っています。

■地域包括ケアにおける薬剤師の役割と
　研修の意義

後藤　ここからは研修の意義について討議したいと思います。
病院においては平均在院日数が短くなり、病院薬剤師が個々

の患者さんに薬学的管理を行う機会が少なくなっています。急

性期の治療が終わった後は薬局薬剤師がしっかりフォローす

ることで、再入院を減らすことも期待されるところだと思いま

す。地域包括ケアにおける薬剤師の役割を踏まえ、病院と保

険薬局の協力体制などについてどのようにお考えでしょうか。

宮崎　薬局薬剤師にとって、病院での研修で得るものは大き
く、単なる知識習得に止まりません。例えば、がんの治療方針

やレジメンのポイントなどは各病院によって違うと思います。

そういうところを実際に病院で学ぶことができるのが研修の

一つの意義だと思います。

萱野　私は、病院のことをよく知っている薬局薬剤師が地域
に増えてほしいという思いがあります。患者さんをはじめ医師、

看護師、ケアマネジャーなどが、「薬に関する困ったことがあれ

ば、かかりつけ薬剤師に相談しよう」と考えるのが当然になる

状況を2025年までには実現したいと思っています。研修はそ

の足掛かりとなります。

山田　在宅医療における薬剤師の活躍が発展途上の段階で
ある現在、薬局薬剤師だけが頑張るのではなく、病院薬剤師

も在宅医療を推進する役割を担い、協力して地域の患者さん

の安全を守るべきだと考えています。当院では、退院患者さん

を病院薬剤師が一定期間フォローアップし、薬局薬剤師に橋

渡しをする取り組みを試験的に始めています。病院薬剤師が

定期的に在宅訪問をしながら、在宅医療に対応する薬局を探

し、一緒に訪問薬剤指導を行った後に引き継ぐというもので、

薬局薬剤師と病院薬剤師が連携を取りながら、患者さんを一

元的にフォローアップしていく体制の構築を目指しています。

後藤　退院時に薬剤情報提供書を渡すだけではなく、病院
と保険薬局の薬剤師が併走して支援する期間を持つわけで

すね。まさにシームレスな支援の形だと思います。今後は病院

薬剤師が薬局で研修し、地域の状況を理解することも必要に

なってくるでしょう。ところで、研修を実現するために病院執

行部に対してどのようにアプローチしたのでしょうか。

山田　地域医療に携わる医療従事者の一員として、高度な知
識とスキルを持った薬局薬剤師を育成し、病院を退院した患

者さんに対して、適切な薬学的支援がシームレスに継続される

体制を構築することは基幹病院の使命であり、真の意味での

地域完結型医療ではないかと病院長に訴えました。

萱野　当院でも同じです。地域医療の質を高めるための人材
育成は基幹病院の使命ですが、多くの病院職員は薬局薬剤

師の役割をよく知りませんので、一緒に学び合うことで地域

連携を推進したいと病院長に話しました。病院には金銭的な

負担をかけないこと、業務に支障をきたさないという条件で

理解してもらいました。当院は研修費として1日2,000円を設

定していますが、藤田保健衛生大学病院ではどのような状況

でしょうか。

山田　当院も1日1万円、年間48万円を研修費とする契約を
結んでいますが、がん指導・専門薬剤師を中心に、スタッフが

研修資料を作成し、マンツーマンで指導していますので、これ

は必要最低限の経費として頂いています。

後藤　宮崎先生、薬剤師不足の状況もある中で会社としての
メリットをどのように考えるか、そのあたりはいかがですか。

宮崎　確かに不安要素はありましたが、薬局側としてはメリッ
トの方が大きいですね。がん専門薬剤師を取得できることはも

ちろん、それに付随した当社の人材育成の方針を地域社会に

アピールできます。実際、学生からの問い合わせが多く、有能

な人材の採用につながる可能性があり、在職している薬剤師

の目標にもつながります。将来的には、基幹病院の門前薬局

にはがん専門薬剤師を必ず配置し、そこを核として地域包括

ケアにおける役割を果たしていきたいと考えています。

■研修生に聞く研修の実際と成果

後藤　このセッションからは、プログラムに参加している薬局
薬剤師3名の研修生にも加わっていただきます。研修の実際

とその成果について、まず藤田保健衛生大学病院の研修生

の田中先生と杉山先生、お願いします。

田中　研修開始にあたり、研修コアカリキュラムに沿って5年
間の流れを示していただきましたので、目的がより明確になり

ました。現在、半年が過ぎたところですが、最初の半年間は技

能研修として、薬局では経験することのない抗がん剤の無菌

調製の手技とレジメンチェック、最新の医薬品情報やガイドラ

インなどの調査方法、論文の評価法を習得しました。現在は、

基礎知識の研修が始まり、各種がんの臨床について学んでい

るところです。薬局でも勉強会や資料で学ぶことはできます

が、実際に見るのと体験するのでは全く違います。会社の研

修会などで研修の様子や学んだことを報告していますが、ス

タッフは実際に私たちが調製を行っている写真などを見ること

で興味も沸き、勉強熱心になっていると思います。

杉山　無菌調製における清潔操作や抗がん剤の曝露対策など
は何も知らない状態で1から教えていただきました。実際に体

験する中から、抗がん剤の種類や知っておくべき知識、レジメ

ンチェックの方法などを身につけることができました。薬局で

の業務にすぐに役立つかというと、なかなか難しいのですが、

研修前は処方意図が分からなかった処方箋も、研修で学んだ

知識を活用することで、予測したうえで疑義照会することがで

きるようになりました。研修での学びによって、探求心や疑問

を持って業務にあたることができるようになると思います。

後藤　テクニカルなことを身につけることも大切ですが、どの
ようなプロセスで作られたかを知っていることで、服薬指導ば

かりでなく、副作用モニタリング等の患者安全対策にも違い

が出てくると思います。それでは、大阪府済生会中津病院で

の研修について栗谷先生からお話しください。

栗谷　研修では抗がん剤調製、病棟業務、チーム医療への参
加など、病院薬剤師の業務を一通り経験できました。田中先

生、杉山先生が言われたように、自分の目で見ることのインパ

クトは大きく、例えば、持参薬鑑別では薬局薬剤師が薬を渡

した後の管理状況を見ることができ、非常に刺激的でした。

残薬の多さも目の当たりにし、服薬指導の重要性を考えさせら

れました。強く感じたのが、病院の情報量の多さです。薬局で

は処方内容や患者さんの話から処方意図などを推測するしか

ありませんが、病院ではカルテを見れば診断病名や臨床検査

値などの情報が得られ、分からないことがあれば医師に直接

聞くこともできます。薬局薬剤師が高度薬学管理をするために

は、情報が必要だということも再確認しました。退院時共同カ

ンファレンスをはじめ地域の多職種が集まる会にも頻繁に参

加しましたが、そこに薬局薬剤師の姿はほとんど見られませ

ん。かかりつけ薬剤師をしっかりアピールして、退院時には病

院から連絡が来るようにならなければいけないと思います。ま

た、重病の入院患者さんを目にすることで、外来患者さんが入

院しなくて済むように、かかりつけ医と連携して患者さんのケ

アを行っていくこと、さらには患者さんの健康意識を高めるこ

とが薬局薬剤師の役割だと痛感しました。成果というよりは、

今後の課題が多く見つかった研修でした。

後藤　皆さんが非常に有意義な研修を受けている様子がよく
分かりました。一方で、研修中に店舗を守ってくれているスタッ

フ達にはどのような形でフィードバックしているのでしょうか。

田中　病院での研修に限らず、薬局の外に出る機会があると
きには、学んだことや新しい情報をリアルタイムでスタッフに

フィードバックすることを心がけています。最新の情報を共有

し、研修も個人のためでなく薬局全体のメリットになることを

理解してもらっています。

杉山　私も薬局の外で得た新たな知識や情報、病院の状況な
どを必ず伝えています。また、研修の翌日には、店を守ってくれ

ていたスタッフに留守の間の様子を聞きます。大きな問題では

なくても、管理者不在時に困ることは少なからずあり、その気

づきから業務改善につながることもありました。私の研修を通

して、スキルアップも業務改善も、皆で頑張っていこうという意

識が高まるようにすることが大切だと思っています。

後藤　他のスタッフにも、次は自分が頑張ろうと思ってもらえ
る伝え方をしていくことも大事ですね。宮崎先生、研修生を送

り出す立場としてはどのような思いがありましたか。

宮崎　社内で研修生を募集したところ、この２人が手を挙げま
した。もともとそういう積極的な素質を持っている人間は、ど

んなことにも非常に積極的です。例えば、かかりつけ薬剤師は

患者さんの同意書が必要ですが、2人とも200～300人以上の

担当患者から同意を取得しています。社員の中であのような存

在になりたいというロールモデルになってほしいと思います。

栗谷　私の場合、周囲からはうらやましいという声が多かった
です。4年制の薬学教育を受け、卒業後ずっと薬局勤務をして

いると、病院のことがよく分かりませんので、いま、病院では

どのようなことが行われているのかを伝えました。

■研修実施病院におけるメリットと課題

後藤　研修生を受け入れる病院側のメリットや課題について
はどのようにお考えですか。

山田　薬局薬剤師の病院研修に対し、医師は非常に興味を
持っており、今後、がん患者さんのフォローアップを担ってほし

いと期待しています。逆に言えば、この研修を成功させなけれ

ば、医師からの信頼が勝ち取れないことになりますので、是が

非でも成功させなければなりません。

萱野　当院の職員にアンケート調査をしたところ、熱心な研修
生が必死に学んでいる姿を見て刺激を受けています。また、

研修は続けた方が良いとの意見もありました。最近では、地域

包括ケア病棟や回復期リハビリテーション病棟などでの業務

を経験してもらう中で、研修生が退院時共同カンファレンスに

参加できない薬局薬剤師との情報交換役になってくれていま

す。課題をあげるとすれば、まだ手探りの状態であり、スタッ

フの多い月と少ない月、あるいは新人が入ってくる年度初めな

ど、研修に濃淡ができるのではないかという心配があります。

しかし、2025年に向けて時間もないため、研修を希望する声

があれば全力で応えたいという気持ちでいっぱいです。

後藤　薬局薬剤師が高度薬学的管理を行っていく上での課
題として、得られる情報が限られていることが挙げられます。

最近ではＩＣＴを活用した医療情報ネットワークが各地で構築

され、情報インフラは整備されてきていますね。

山田　当院で構築している「藤田医療情報ネットワーク」の場
合は、インターネット環境さえあれば登録でき、患者基本情報、

アレルギー情報、処方、検査結果などが閲覧できます。私も薬

剤師会に活用をアピールしているのですが、門前の薬局以外

はなかなか使用してくれず、せっかくのツールが活用されてい

ないのは寂しいですね。

後藤　福井県も「ふくいメディカルネット」がありますが、やは
り保険薬局の登録が少ない状況です。情報インフラは使わな

ければ消滅してしまいますので積極的に活用して、患者支援

に役立ててほしいと思います。

萱野　ICTによる情報共有はもちろん大切ですが、電子カル
テの前に紙カルテによる運用があったように、地域医療連携、

特に薬局薬剤師が参加するチーム医療型地域医療を行う上で

は、アナログ的な運用も必要だと考えています。当院では、ト

レーシングレポートによる外来患者の情報共有と相互にフィー

ドバックし合う運用の確立に力を入れています。

■地域に根差した人材育成への期待

後藤　研修生の皆さんは、研修での学びを、今後どのように
活かしていきたいと思います。

田中　これまで病院の退院時カンファレンスなどに参加する
ことがありませんでしたが、研修を通じて多職種が話し合う場

の必要性を感じました。最初は発言ができなくても、参加する

ことで、他職種の視点や専門性から多くを学ぶことができま

す。地域包括ケアにおいては、地域全体が一つの医療機関だ

という認識で、積極的にチーム医療に参加していくべきであ

り、研修での学びを地域医療の現場で活かしていきたいと思

います。

杉山　私の目標の一つは、がんに対する知識や患者さんへの
対応などについて、社内で教育できる立場となることです。そ

の一歩として、がん専門薬剤師の取得という明確な目標があ

りますので、しっかりと研修に取り組んでいきます。また、薬

局での業務においても、病院薬剤師の協力を得ながら、研修

で学んだことを活かしていきたいと思います。

栗谷　済生会中津病院では、後半2か月間は自分の興味のあ
るテーマを選択して研修できます。私は研修の成果として、全

店舗で取り組めることを持ち帰りたいと考え、最後の2カ月間

は地域連携について学びました。また、同時期に研修した薬

剤師はがんを選択しました。薬局に求められることは非常に幅

広いのですが、各研修生が地域に戻った時に、どんな形であ

れ地域医療の発展に貢献できると思いますし、それぞれの得

意分野を融合することで、患者さんを総合的に支援することも

できます。私自身は、薬局に戻った現在、基幹病院とのトレー

シングレポートによる情報提供を中心に連携を深めており、ス

タッフにも地域の勉強会への参加を促しています。今後、地域

連携を全社的な取り組みへと広げたいと思っています。

後藤　皆さんは開拓者です。次には皆さん方が教える側になっ
て、薬局薬剤師の育成に力を発揮することを期待しています。

さて、地域包括ケアの時代に向けた人材育成を考えた時、私

は教育というのは10年後、20年後に対応できる人材を育てる

ことが大切だと考えています。例えば、現在は薬剤師がバイタ

ルサインの知識とスキルを活用する機会はあまりありません

が、地域包括ケアにおいては必要になるでしょう。それでは最

後に、将来を見据えた人材育成の展望を語っていただけます

でしょうか。

宮崎　薬局薬剤師には、地域の多職種と接する中で、薬剤師
としての総合的な人間力をつけてほしい。それが地域包括ケ

アの中で活躍するための基盤だと思います。同時に、薬局薬

剤師に求められる役割が高度化する中で、もっと医療につい

て学び、スキルアップしなければいけません。新卒で保険薬局

に就職した薬剤師には、3カ月間程度の病院研修を必須にす

る仕組みをつくってはどうかという意見も聞かれますが、私も

賛成です。いずれ実現されることを期待しています。

山田　後藤先生が言われたように、人材育成の根幹は、将来、
どのような薬剤師になっているかをイメージできるシステムや

プログラムを提示することです。当院の研修は1年ごとのカリ

キュラムを積み重ねて、5年後にはがん専門薬剤師である自分

の姿をイメージできるものになっています。一方、研修生が目

標に向かって頑張る姿を見て、当院のスタッフも良い刺激を受

けています。今後も研修制度を継続し、できれば毎年2名ず

つ、最大10名の研修生を受け入れられる体制を敷いていき、

将来的には薬局薬剤師研修のモデルとして全国に発信してい

きたいと考えています。

萱野　当院では、研修生を教えることで病院薬剤師も学ぶと
いう好循環が自然にでき上ってきました。今後も研修内容や

体制を充実させ、継続的に薬局薬剤師を受け入れていく計画

です。私自身、若い頃に大学病院で6カ月間研修した経験が

あり、そこで学んだことや人との出会いが、人生において大き

く役立っています。そうした経験を1人でも多くの薬剤師にして

もらいたい。そして近い将来、医師や看護師が患者さんの顔を

見ただけで、かかりつけ薬剤師の顔が浮かぶという状況を作

りたいと思います。一方で、当院は半径3キロ以内に500床以

上の病院がひしめいている地域にあります。患者さんに選ば

れる病院になるためにも、薬局薬剤師をはじめ地域の多職種

が応援してくれる病院にすることが目標です。

後藤　先生方から、将来に向けて重要な課題を提示していた
だきました。2025年まであと7年です。地域包括ケアシステム

の一員として、薬剤師はその責任を果たしていかなければなり

ません。病院と地域の保険薬局の連携による薬剤師研修は、

地域医療に貢献することはもちろん、双方の成長を促す有益

な取り組みです。今後、このような取り組みが全国に広がり、

根付いていくことで、患者さんに貢献できれば素晴らしいと思

います。本日はありがとうございました。



■病院による薬局薬剤師研修の目的と概要

後藤　最初に、この座談会の趣旨について私から簡単に説明
させていただきます。少子高齢化の進行を背景に病院の機能

分化が急速に進んでいますが、この流れは地域医療構想に

よって加速し、「医療の場」としての在宅の重要性がクローズ

アップされてきました。特に、団塊の世代が後期高齢者に達す

る2025年以降、在宅医療のニーズは爆発的に拡大することが

予想されます。それは在宅における医療安全対策の需要拡大

をもたらし、医薬品適正使用および医薬品安全管理が社会的

な関心事となることを意味します。そこで求められるのは、地

域包括ケアシステムにおけるチーム医療の一員として高度な薬

学的管理を実践できる薬剤師であり、そのための人材育成が

重要な課題となっています。本座談会では、昨今の地域医療

構想の議論と、急速に高まる在宅医療のニーズを踏まえ、『地

域医療に根差した人材育成』をテーマに、病院と保険薬局の

連携による人材育成の重要性について、実際の取り組みを交

えながら議論を進めていきます。

　最初に、各施設の研修の目的と概要について紹介していた

だきます。藤田保健衛生大学病院では薬局チェーンの株式会

社アインメディオと提携して、薬局薬剤師を対象とした「がん専

門薬剤師育成研修」をスタートされました。薬剤部長の山田先

生からその目的と具体的なプログラムをお話しください。

山田　厚生労働省が2015年10月に発表した「患者のための
薬局ビジョン」では、2025年までに全ての薬局を「かかりつけ

薬局」とすることが掲げられました。その中で、強化・充実す

べき機能として高度薬学管理機能が示され、高度な知識・技

術・臨床経験を有する「がん専門薬剤師」のような専門薬剤

師を配置するとありました。当院には多くのがん患者さんが受

診し、経口抗がん剤は保険薬局で調剤、服薬指導、副作用モ

ニタリングを行っています。薬局薬剤師が、がんの専門的知識

を高め、病院薬剤師との連携によってがん患者さんをサポート

する体制を強化することが研修の目的の一つです。また、現

在、薬局薬剤師が「がん専門薬剤師」を取得するための環境

は整備されていません。その門戸を広げていくことは、教育機

関である大学病院の役割だと考えました。2017年2月にアイン

メディオと委託契約を締結し、3月から2名の薬剤師が研修を

開始しました。週1回、5年間にわたって当院で研修し、がん専

門薬剤師のライセンス取得を目指します。研修プログラムは、

日本医療薬学会が定めるガイドラインとコアカリキュラムに
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沿って、各種がんの知識、処方鑑査、服薬指導や副作用モニ

タリング、処方提案、抗がん剤の注射薬調製手技、などについ

て学びます。1～2年目は基礎知識と技能、3年目は基礎知識

と臨床経験、4～5年目は臨床経験に関する研修を重点的に

行います（資料1・2）。

後藤　アインメディオではどのような方針で2名を研修に送ら
れているのか、宮崎先生、お話しいただけますか。

宮崎　私も長年、薬局薬剤師を経験してきましたが、保険薬
局の役割は調剤だけではなく、付加価値を高めて地域に貢献

するべきだと考えてきました。「患者のための薬局ビジョン」を

受けて、かかりつけ薬剤師機能、高度薬学的管理機能の向上

に取り組む必要があり、薬局での研修強化が課題でした。山

田先生とお話をする中で、薬局薬剤師もがん専門薬剤師を目

指すことができると知り、非常に夢があると思いました。また、

薬局に勤務しながら病院の業務を体験できるというのは、薬

局薬剤師のキャリアアップにおいて非常に有用であり、会社と

しても、2025年までの道筋において必要な取り組みだと考え

ています。

後藤　大阪府済生会中津病院では、地域の薬局薬剤師を対
象とした6カ月間の研修制度を導入されています。研修の目的

と概要を萱野先生からご紹介ください。

萱野　私は2015年9月に大阪府済生会中津病院の薬剤部長
に着任しました。以前から薬局薬剤師を含めたチーム医療を

重視していましたので、当院でもトレーシングレポートによる情

報共有や吸入薬指導の勉強会の開催などにより、薬薬連携

を推進してきました。その中で、保険薬局から研修生の受け入

れについて依頼があったことが研修制度導入のきっかけで

す。薬局薬剤師が地域におけるチーム医療の一翼を担うため

には、医師、薬剤師、看護師などと顔の見える関係を築き、お

互いの仕事や専門性を理解し合うことが大切です。自由に病

院に出入りして情報収集ができる関係性を築くためにも、研

修は有効だと思いました。6カ月間の研修プログラムを作成し、

地域の保険薬局に募ったところ、2社から応募があり、2016

年11月より1名が、2017年1月にはフタツカ薬局の栗谷先生

が研修をスタートしました。その後、7月、8月、9月に各1名を

受け入れ、現在、3名が研修中です。研修プログラムは、最初

の2カ月間は化学療法、次の2カ月間は病棟業務、そして最後

の2カ月間は、本人の希望に応じたテーマでカリキュラムを組

むというのが特徴です（資料3・4）。研修生は月曜日から金曜

日まで、薬剤部の一員として、抗がん剤調製業務をはじめ病

棟業務、各種カンファレンス、チーム医療への参加など、調剤

以外の業務をOJTで学びます。AST（抗菌薬適正使用支援

チーム）カンファレンスでは薬局薬剤師が医師の前で症例報

告を行っています。

■地域包括ケアにおける薬剤師の役割と
　研修の意義

後藤　ここからは研修の意義について討議したいと思います。
病院においては平均在院日数が短くなり、病院薬剤師が個々

の患者さんに薬学的管理を行う機会が少なくなっています。急

性期の治療が終わった後は薬局薬剤師がしっかりフォローす

ることで、再入院を減らすことも期待されるところだと思いま

す。地域包括ケアにおける薬剤師の役割を踏まえ、病院と保

険薬局の協力体制などについてどのようにお考えでしょうか。

宮崎　薬局薬剤師にとって、病院での研修で得るものは大き
く、単なる知識習得に止まりません。例えば、がんの治療方針

やレジメンのポイントなどは各病院によって違うと思います。

そういうところを実際に病院で学ぶことができるのが研修の

一つの意義だと思います。

萱野　私は、病院のことをよく知っている薬局薬剤師が地域
に増えてほしいという思いがあります。患者さんをはじめ医師、

看護師、ケアマネジャーなどが、「薬に関する困ったことがあれ

ば、かかりつけ薬剤師に相談しよう」と考えるのが当然になる

状況を2025年までには実現したいと思っています。研修はそ

の足掛かりとなります。

山田　在宅医療における薬剤師の活躍が発展途上の段階で
ある現在、薬局薬剤師だけが頑張るのではなく、病院薬剤師

も在宅医療を推進する役割を担い、協力して地域の患者さん

の安全を守るべきだと考えています。当院では、退院患者さん

を病院薬剤師が一定期間フォローアップし、薬局薬剤師に橋

渡しをする取り組みを試験的に始めています。病院薬剤師が

定期的に在宅訪問をしながら、在宅医療に対応する薬局を探

し、一緒に訪問薬剤指導を行った後に引き継ぐというもので、

薬局薬剤師と病院薬剤師が連携を取りながら、患者さんを一

元的にフォローアップしていく体制の構築を目指しています。

後藤　退院時に薬剤情報提供書を渡すだけではなく、病院
と保険薬局の薬剤師が併走して支援する期間を持つわけで

すね。まさにシームレスな支援の形だと思います。今後は病院

薬剤師が薬局で研修し、地域の状況を理解することも必要に

なってくるでしょう。ところで、研修を実現するために病院執

行部に対してどのようにアプローチしたのでしょうか。

山田　地域医療に携わる医療従事者の一員として、高度な知
識とスキルを持った薬局薬剤師を育成し、病院を退院した患

者さんに対して、適切な薬学的支援がシームレスに継続される

体制を構築することは基幹病院の使命であり、真の意味での

地域完結型医療ではないかと病院長に訴えました。

萱野　当院でも同じです。地域医療の質を高めるための人材
育成は基幹病院の使命ですが、多くの病院職員は薬局薬剤

師の役割をよく知りませんので、一緒に学び合うことで地域

連携を推進したいと病院長に話しました。病院には金銭的な

負担をかけないこと、業務に支障をきたさないという条件で

理解してもらいました。当院は研修費として1日2,000円を設

定していますが、藤田保健衛生大学病院ではどのような状況

でしょうか。

山田　当院も1日1万円、年間48万円を研修費とする契約を
結んでいますが、がん指導・専門薬剤師を中心に、スタッフが

研修資料を作成し、マンツーマンで指導していますので、これ

は必要最低限の経費として頂いています。

後藤　宮崎先生、薬剤師不足の状況もある中で会社としての
メリットをどのように考えるか、そのあたりはいかがですか。

宮崎　確かに不安要素はありましたが、薬局側としてはメリッ
トの方が大きいですね。がん専門薬剤師を取得できることはも

ちろん、それに付随した当社の人材育成の方針を地域社会に

アピールできます。実際、学生からの問い合わせが多く、有能

な人材の採用につながる可能性があり、在職している薬剤師

の目標にもつながります。将来的には、基幹病院の門前薬局

にはがん専門薬剤師を必ず配置し、そこを核として地域包括

ケアにおける役割を果たしていきたいと考えています。

■研修生に聞く研修の実際と成果

後藤　このセッションからは、プログラムに参加している薬局
薬剤師3名の研修生にも加わっていただきます。研修の実際

とその成果について、まず藤田保健衛生大学病院の研修生

の田中先生と杉山先生、お願いします。

田中　研修開始にあたり、研修コアカリキュラムに沿って5年
間の流れを示していただきましたので、目的がより明確になり

ました。現在、半年が過ぎたところですが、最初の半年間は技

能研修として、薬局では経験することのない抗がん剤の無菌

調製の手技とレジメンチェック、最新の医薬品情報やガイドラ

インなどの調査方法、論文の評価法を習得しました。現在は、

基礎知識の研修が始まり、各種がんの臨床について学んでい

るところです。薬局でも勉強会や資料で学ぶことはできます

が、実際に見るのと体験するのでは全く違います。会社の研

修会などで研修の様子や学んだことを報告していますが、ス

タッフは実際に私たちが調製を行っている写真などを見ること

で興味も沸き、勉強熱心になっていると思います。

杉山　無菌調製における清潔操作や抗がん剤の曝露対策など
は何も知らない状態で1から教えていただきました。実際に体

験する中から、抗がん剤の種類や知っておくべき知識、レジメ

ンチェックの方法などを身につけることができました。薬局で

の業務にすぐに役立つかというと、なかなか難しいのですが、

研修前は処方意図が分からなかった処方箋も、研修で学んだ

知識を活用することで、予測したうえで疑義照会することがで

きるようになりました。研修での学びによって、探求心や疑問

を持って業務にあたることができるようになると思います。

後藤　テクニカルなことを身につけることも大切ですが、どの
ようなプロセスで作られたかを知っていることで、服薬指導ば

かりでなく、副作用モニタリング等の患者安全対策にも違い

が出てくると思います。それでは、大阪府済生会中津病院で

の研修について栗谷先生からお話しください。

栗谷　研修では抗がん剤調製、病棟業務、チーム医療への参
加など、病院薬剤師の業務を一通り経験できました。田中先

生、杉山先生が言われたように、自分の目で見ることのインパ

クトは大きく、例えば、持参薬鑑別では薬局薬剤師が薬を渡

した後の管理状況を見ることができ、非常に刺激的でした。

残薬の多さも目の当たりにし、服薬指導の重要性を考えさせら

れました。強く感じたのが、病院の情報量の多さです。薬局で

は処方内容や患者さんの話から処方意図などを推測するしか

ありませんが、病院ではカルテを見れば診断病名や臨床検査

値などの情報が得られ、分からないことがあれば医師に直接

聞くこともできます。薬局薬剤師が高度薬学管理をするために

は、情報が必要だということも再確認しました。退院時共同カ

ンファレンスをはじめ地域の多職種が集まる会にも頻繁に参

加しましたが、そこに薬局薬剤師の姿はほとんど見られませ

ん。かかりつけ薬剤師をしっかりアピールして、退院時には病

院から連絡が来るようにならなければいけないと思います。ま

た、重病の入院患者さんを目にすることで、外来患者さんが入

院しなくて済むように、かかりつけ医と連携して患者さんのケ

アを行っていくこと、さらには患者さんの健康意識を高めるこ

とが薬局薬剤師の役割だと痛感しました。成果というよりは、

今後の課題が多く見つかった研修でした。

後藤　皆さんが非常に有意義な研修を受けている様子がよく
分かりました。一方で、研修中に店舗を守ってくれているスタッ

フ達にはどのような形でフィードバックしているのでしょうか。

田中　病院での研修に限らず、薬局の外に出る機会があると
きには、学んだことや新しい情報をリアルタイムでスタッフに

フィードバックすることを心がけています。最新の情報を共有

し、研修も個人のためでなく薬局全体のメリットになることを

理解してもらっています。

杉山　私も薬局の外で得た新たな知識や情報、病院の状況な
どを必ず伝えています。また、研修の翌日には、店を守ってくれ

ていたスタッフに留守の間の様子を聞きます。大きな問題では

なくても、管理者不在時に困ることは少なからずあり、その気

づきから業務改善につながることもありました。私の研修を通

して、スキルアップも業務改善も、皆で頑張っていこうという意

識が高まるようにすることが大切だと思っています。

後藤　他のスタッフにも、次は自分が頑張ろうと思ってもらえ
る伝え方をしていくことも大事ですね。宮崎先生、研修生を送

り出す立場としてはどのような思いがありましたか。

宮崎　社内で研修生を募集したところ、この２人が手を挙げま
した。もともとそういう積極的な素質を持っている人間は、ど

んなことにも非常に積極的です。例えば、かかりつけ薬剤師は

患者さんの同意書が必要ですが、2人とも200～300人以上の

担当患者から同意を取得しています。社員の中であのような存

在になりたいというロールモデルになってほしいと思います。

栗谷　私の場合、周囲からはうらやましいという声が多かった
です。4年制の薬学教育を受け、卒業後ずっと薬局勤務をして

いると、病院のことがよく分かりませんので、いま、病院では

どのようなことが行われているのかを伝えました。

■研修実施病院におけるメリットと課題

後藤　研修生を受け入れる病院側のメリットや課題について
はどのようにお考えですか。

山田　薬局薬剤師の病院研修に対し、医師は非常に興味を
持っており、今後、がん患者さんのフォローアップを担ってほし

いと期待しています。逆に言えば、この研修を成功させなけれ

ば、医師からの信頼が勝ち取れないことになりますので、是が

非でも成功させなければなりません。

萱野　当院の職員にアンケート調査をしたところ、熱心な研修
生が必死に学んでいる姿を見て刺激を受けています。また、

研修は続けた方が良いとの意見もありました。最近では、地域

包括ケア病棟や回復期リハビリテーション病棟などでの業務

を経験してもらう中で、研修生が退院時共同カンファレンスに

参加できない薬局薬剤師との情報交換役になってくれていま

す。課題をあげるとすれば、まだ手探りの状態であり、スタッ

フの多い月と少ない月、あるいは新人が入ってくる年度初めな

ど、研修に濃淡ができるのではないかという心配があります。

しかし、2025年に向けて時間もないため、研修を希望する声

があれば全力で応えたいという気持ちでいっぱいです。

後藤　薬局薬剤師が高度薬学的管理を行っていく上での課
題として、得られる情報が限られていることが挙げられます。

最近ではＩＣＴを活用した医療情報ネットワークが各地で構築

され、情報インフラは整備されてきていますね。

山田　当院で構築している「藤田医療情報ネットワーク」の場
合は、インターネット環境さえあれば登録でき、患者基本情報、

アレルギー情報、処方、検査結果などが閲覧できます。私も薬

剤師会に活用をアピールしているのですが、門前の薬局以外

はなかなか使用してくれず、せっかくのツールが活用されてい

ないのは寂しいですね。

後藤　福井県も「ふくいメディカルネット」がありますが、やは
り保険薬局の登録が少ない状況です。情報インフラは使わな

ければ消滅してしまいますので積極的に活用して、患者支援

に役立ててほしいと思います。

萱野　ICTによる情報共有はもちろん大切ですが、電子カル
テの前に紙カルテによる運用があったように、地域医療連携、

特に薬局薬剤師が参加するチーム医療型地域医療を行う上で

は、アナログ的な運用も必要だと考えています。当院では、ト

レーシングレポートによる外来患者の情報共有と相互にフィー

ドバックし合う運用の確立に力を入れています。

■地域に根差した人材育成への期待

後藤　研修生の皆さんは、研修での学びを、今後どのように
活かしていきたいと思いますか。

田中　これまで病院の退院時カンファレンスなどに参加する
ことがありませんでしたが、研修を通じて多職種が話し合う場

の必要性を感じました。最初は発言ができなくても、参加する

ことで、他職種の視点や専門性から多くを学ぶことができま

す。地域包括ケアにおいては、地域全体が一つの医療機関だ

という認識で、積極的にチーム医療に参加していくべきであ

り、研修での学びを地域医療の現場で活かしていきたいと思

います。

杉山　私の目標の一つは、がんに対する知識や患者さんへの
対応などについて、社内で教育できる立場となることです。そ

の一歩として、がん専門薬剤師の取得という明確な目標があ

りますので、しっかりと研修に取り組んでいきます。また、薬

局での業務においても、病院薬剤師の協力を得ながら、研修

で学んだことを活かしていきたいと思います。

栗谷　済生会中津病院では、後半2か月間は自分の興味のあ
るテーマを選択して研修できます。私は研修の成果として、全

店舗で取り組めることを持ち帰りたいと考え、最後の2カ月間

は地域連携について学びました。また、同時期に研修した薬

剤師はがんを選択しました。薬局に求められることは非常に幅

広いのですが、各研修生が地域に戻った時に、どんな形であ

れ地域医療の発展に貢献できると思いますし、それぞれの得

意分野を融合することで、患者さんを総合的に支援することも

できます。私自身は、薬局に戻った現在、基幹病院とのトレー

シングレポートによる情報提供を中心に連携を深めており、ス

タッフにも地域の勉強会への参加を促しています。今後、地域

連携を全社的な取り組みへと広げたいと思っています。

後藤　皆さんは開拓者です。次には皆さん方が教える側になっ
て、薬局薬剤師の育成に力を発揮することを期待しています。

さて、地域包括ケアの時代に向けた人材育成を考えた時、私

は教育というのは10年後、20年後に対応できる人材を育てる

ことが大切だと考えています。例えば、現在は薬剤師がバイタ

ルサインの知識とスキルを活用する機会はあまりありません

が、地域包括ケアにおいては必要になるでしょう。それでは最

後に、将来を見据えた人材育成の展望を語っていただけます

でしょうか。

宮崎　薬局薬剤師には、地域の多職種と接する中で、薬剤師
としての総合的な人間力をつけてほしい。それが地域包括ケ

アの中で活躍するための基盤だと思います。同時に、薬局薬

剤師に求められる役割が高度化する中で、もっと医療につい

て学び、スキルアップしなければいけません。新卒で保険薬局

に就職した薬剤師には、3カ月間程度の病院研修を必須にす

る仕組みをつくってはどうかという意見も聞かれますが、私も

賛成です。いずれ実現されることを期待しています。

山田　後藤先生が言われたように、人材育成の根幹は、将来、
どのような薬剤師になっているかをイメージできるシステムや

プログラムを提示することです。当院の研修は1年ごとのカリ

キュラムを積み重ねて、5年後にはがん専門薬剤師である自分

の姿をイメージできるものになっています。一方、研修生が目

標に向かって頑張る姿を見て、当院のスタッフも良い刺激を受

けています。今後も研修制度を継続し、できれば毎年2名ず

つ、最大10名の研修生を受け入れられる体制を敷いていき、

将来的には薬局薬剤師研修のモデルとして全国に発信してい

きたいと考えています。

萱野　当院では、研修生を教えることで病院薬剤師も学ぶと
いう好循環が自然にでき上ってきました。今後も研修内容や

体制を充実させ、継続的に薬局薬剤師を受け入れていく計画

です。私自身、若い頃に大学病院で6カ月間研修した経験が

あり、そこで学んだことや人との出会いが、人生において大き

く役立っています。そうした経験を1人でも多くの薬剤師にして

もらいたい。そして近い将来、医師や看護師が患者さんの顔を

見ただけで、かかりつけ薬剤師の顔が浮かぶという状況を作

りたいと思います。一方で、当院は半径3キロ以内に500床以

上の病院がひしめいている地域にあります。患者さんに選ば

れる病院になるためにも、薬局薬剤師をはじめ地域の多職種

が応援してくれる病院にすることが目標です。

後藤　先生方から、将来に向けて重要な課題を提示していた
だきました。2025年まであと7年です。地域包括ケアシステム

の一員として、薬剤師はその責任を果たしていかなければなり

ません。病院と地域の保険薬局の連携による薬剤師研修は、

地域医療に貢献することはもちろん、双方の成長を促す有益

な取り組みです。今後、このような取り組みが全国に広がり、

根付いていくことで、患者さんに貢献できれば素晴らしいと思

います。本日はありがとうございました。



入院から外来・在宅まで、シームレスな薬学的ケアの提供

　近年、病院薬剤師の基幹業務として病棟薬剤業務が質・量ともに充実し、チーム医療における薬剤師の存在感が高まってき
た。その一方で、病院薬剤師の新たな業務展開として注目されているのが薬剤師外来である。がん化学療法などの特定の疾患
や療法を対象とした薬剤師外来が多い中で、上尾中央総合病院（埼玉県上尾市・733床）では幅広い患者さんを対象にした「お
くすり外来」をはじめ様々な外来薬剤師業務を展開し、入院から外来、さらには在宅までシームレスな薬学的ケアの提供を目指
している（資料1）。同院における薬剤師外来の実践とその成果、今後の展望を取材した。

上尾中央総合病院 薬剤部
-pharmacy-1CChallenge

Cooperation 
Communication

外来における薬剤師業務の
積極的展開
　埼玉県県央医療圏の基幹病院として
急性期医療を担う上尾中央総合病院。
薬剤部は、保険点数化の前より積極的
に病棟での薬剤師業務を展開し、
2008年からはICUを含む全病棟と手術
室に薬剤師を配置している。薬剤部長
の増田先生は、「薬物療法を受ける全て
の入院患者さんに薬剤師が関わる体制
は確立しましたが、外来では医薬分業の
推進に伴い病院薬剤師の関与は減りま
した。しかし、病院機能が専門化する中
で薬物治療は複雑化し、ハイリスク薬の
使用も増えるため、外来診療の場に薬
剤師が参加する必要性を感じていまし
た」と話す。
　そこで、2010年度からは抗がん剤、オ
ピオイド鎮痛剤、自己注射製剤などを

使用する患者さんを対象に外来指導を
開始。さらに2015年7月の新棟竣工を
機に外来診療スペースに「おくすり外
来」として専用の相談室を設置し、手術
前に休薬が必要な薬剤やサプリメント
の確認を開始し、徐々に対象患者を広
げてきた。2017年2月には入退院患者
サポートセンターに「おくすり相談室」を
開設し、当院受診の有無を問わず地域
の誰もが利用できるよろづ相談窓口と
するとともに、手術前の休薬確認をこち
らに移行、「おくすり外来」は服薬支援
や副作用状況の確認と医師への情報
提供、退院後の継続支援を行う外来に
特化した。
　この他、2016年からは中央処置室で
の注射薬の処方チェックやリスクマネジ
メント、2017年6月からは週1回、消化
器内科を中心とした外来診療ブースで

の診療補助の開始と、次々と業務を拡
大。現在では化学療法室の5名を含め
て、5カ所に薬剤師9名／日を配置する
までになった。この体制を可能にしたの
は、薬剤師40名から70名への大幅な増
員であり、長年に渡って構築した業務内
容および質の向上、経営面への貢献な
どが評価された証といえる。

おくすり外来による継続的支援
の実際
　薬剤部では業務別の組織体制とは別
に、疾患・専門領域別に3つの病棟編成
チームがあり、勉強会なども病棟チーム
単位で実施している。おくすり外来を担
当するのが「がん・緩和ケア」病棟チーム
であり、リーダーの土屋先生は、「がん化
学療法や周術期などに特化した薬剤師
外来が全国的に増えていますが、当院で

は診療科を限定せずに医師や看護師、
患者さんからの依頼を幅広く受け入れて
います。また、退院後の初回外来診療
時には病棟での担当薬剤師が継続指導
を行います」と特徴を説明する。
　おくすり外来は原則予約制で、月曜日
から土曜日までの毎日、検査と診察の
間に30分の枠を設け、薬剤師がアドヒ
アランスや副作用の発現状況を問診し、
電子カルテを介して医師にフィードバック
する。開設当初は、がん化学療法、緩和
ケアの依頼が多かったが、院内で周知さ
れるにつれ様々な診療科からの依頼が
増え、2017年8月の利用件数は、おくす
り相談室と合わせて250件／月にまで
達している。
　最近では患者さんから指名されたり、
診察への同席を依頼されることも増えて
きたと話すのは乳腺外科・婦人科病棟
担当の日野先生だ。「病棟で化学療法を
導入して外来通院となる例が多いので、
継続的な関わりは患者さんの安心感に
つながっていると思います。常に医療者
が近くにいる病棟とは違い、外来では起
こり得る症状への対処方法や生活上の
注意点をしっかり伝えること、個々の生
活状況を考慮した支援の大切さをこの
外来を通して学びました。生活上の不安
や女性ならではの悩みを傾聴することも
多く、そこから信頼関係が育まれること
を実感しています」
　消化器内科外来への薬剤師配置の
きっかけは、医師からのおくすり外来へ
の依頼の多さだったが、実際に診療の
現場に入ってみると、薬剤師ができるこ
と、担うべきことの多さに改めて気付い

たと齋藤先生は話す。「コンプライアン
スの確認をはじめとして、処方チェック、
薬剤性肝障害やＯＴＣ薬などの医師へ
の情報提供、ピロリ菌除菌治療の指導、
Ｃ型肝炎治療薬導入における併用薬確
認や導入指導、内視鏡検査の前の抗血
栓薬の休薬指導など、薬剤師が行うこ
とで医師の負担軽減や診療の効率化に
貢献できていると感じています。病棟で
の業務中にも外来の医師からの問い合
わせが以前よりも増えており、毎日外来
にいてほしいと言われています」　
　増田先生は、消化器内科外来での活
動を足掛かりに、将来的には内視鏡室
や他の診療科への配置も視野に入れて
いる。「入院からの継続指導だけでなく、
外来での診断、治療から病棟へという
流れの中で、薬剤師が継続的に関わる
体制を築きたいと思います」

薬剤師外来の有用性の評価と
地域への展開
　土屋先生らは薬剤師外来のアウトカ
ム指標の一つとしてプレアボイドに着目
し、有用性および経済的効果の評価を
試みた。2017年2～5月における指導件
数は787件で、術前休薬確認が451件、
退院後の継続指導は138件であった。
継続指導ではがん化学療法に関わる指
導が109件で最も多かった。処方提案
の受け入れ率は95％、プレアボイド事例
は102件で、うち重大な副作用回避が4例
あった。副作用が発現および重篤化し
た場合に要する医療費を、PMDA（独立
行政法人医薬品医療機器総合機構）の
副作用被害救済制度や先行研究を参考

に算出したところ、1ヵ月で約327万円
の経済効果が得られた（資料2）。また、
プレアボイド事例の割合は、病棟3.1％
に対し外来は13.0％で有意に多いこと
から、薬剤師の外来介入は安全性の向
上に有効であることが示唆された。
「今後、患者さんの治療の理解度やQOL
の向上、診療の効率化など様々な観点
から薬剤師外来の有用性を検証してい
きます。それが若い薬剤師達のやりが
いにつながっていくと考えています」と土
屋先生は抱負を語る。　
　2017年8月からは在宅での支援も開
始した。現在は緩和ケア外来を受診しな
がら訪問看護を利用する患者さんを対
象に訪問看護師と一緒に訪問している
が、将来的には対象患者を広げていく予
定だ。「特にポリファーマシーは生活環
境が大きく影響するため、入院時や外来
での指導だけでは解消しません。持参薬
チェックでは把握しきれない薬があると
いう現状を薬剤師自身の目で確かめ、
支援の方法を考えることが大切です」と
増田先生は指摘する。
　トップの明確なビジョンと、それを具
現化するスタッフの実践力により院内で
の評価を高めてきた薬剤部の次の目標
は、“病院薬剤部発の病診連携”の実現
である。かかりつけ医との連携体制を築
き、おくすり外来が患者さんへの高度な
薬学的管理を担うことで、地域全体の
薬の安全を守る核となる。「実現は簡単
ではありませんが、高いモチベーション
を持つスタッフと共に新たな道を切り拓
いていきます」

～「おくすり外来」による継続的支援と取り組みの成果～

増田 裕一 先生
薬剤部　部長
ます    だ        ゆう   いち

日野 亜莉沙 先生
薬剤部
ひ      の         あ      り      さ

齋藤 由貴 先生
薬剤部
さい   とう       ゆ      き

土屋 裕伴 先生
薬剤部　主任
つち    や       ゆう   すけ
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外来における薬剤師業務の
積極的展開
　埼玉県県央医療圏の基幹病院として
急性期医療を担う上尾中央総合病院。
薬剤部は、保険点数化の前より積極的
に病棟での薬剤師業務を展開し、
2008年からはICUを含む全病棟と手術
室に薬剤師を配置している。薬剤部長
の増田先生は、「薬物療法を受ける全て
の入院患者さんに薬剤師が関わる体制
は確立しましたが、外来では医薬分業の
推進に伴い病院薬剤師の関与は減りま
した。しかし、病院機能が専門化する中
で薬物治療は複雑化し、ハイリスク薬の
使用も増えるため、外来診療の場に薬
剤師が参加する必要性を感じていまし
た」と話す。
　そこで、2010年度からは抗がん剤、オ
ピオイド鎮痛剤、自己注射製剤などを

使用する患者さんを対象に外来指導を
開始。さらに2015年7月の新棟竣工を
機に外来診療スペースに「おくすり外
来」として専用の相談室を設置し、手術
前に休薬が必要な薬剤やサプリメント
の確認を開始し、徐々に対象患者を広
げてきた。2017年2月には入退院患者
サポートセンターに「おくすり相談室」を
開設し、当院受診の有無を問わず地域
の誰もが利用できるよろづ相談窓口と
するとともに、手術前の休薬確認をこち
らに移行、「おくすり外来」は服薬支援
や副作用状況の確認と医師への情報
提供、退院後の継続支援を行う外来に
特化した。
　この他、2016年からは中央処置室で
の注射薬の処方チェックやリスクマネジ
メント、2017年6月からは週1回、消化
器内科を中心とした外来診療ブースで

の診療補助の開始と、次々と業務を拡
大。現在では化学療法室の5名を含め
て、5カ所に薬剤師9名／日を配置する
までになった。この体制を可能にしたの
は、薬剤師40名から70名への大幅な増
員であり、長年に渡って構築した業務内
容および質の向上、経営面への貢献な
どが評価された証といえる。

おくすり外来による継続的支援
の実際
　薬剤部では業務別の組織体制とは別
に、疾患・専門領域別に3つの病棟編成
チームがあり、勉強会なども病棟チーム
単位で実施している。おくすり外来を担
当するのが「がん・緩和ケア」病棟チーム
であり、リーダーの土屋先生は、「がん化
学療法や周術期などに特化した薬剤師
外来が全国的に増えていますが、当院で

は診療科を限定せずに医師や看護師、
患者さんからの依頼を幅広く受け入れて
います。また、退院後の初回外来診療
時には病棟での担当薬剤師が継続指導
を行います」と特徴を説明する。
　おくすり外来は原則予約制で、月曜日
から土曜日までの毎日、検査と診察の
間に30分の枠を設け、薬剤師がアドヒ
アランスや副作用の発現状況を問診し、
電子カルテを介して医師にフィードバック
する。開設当初は、がん化学療法、緩和
ケアの依頼が多かったが、院内で周知さ
れるにつれ様々な診療科からの依頼が
増え、2017年8月の利用件数は、おくす
り相談室と合わせて250件／月にまで
達している。
　最近では患者さんから指名されたり、
診察への同席を依頼されることも増えて
きたと話すのは乳腺外科・婦人科病棟
担当の日野先生だ。「病棟で化学療法を
導入して外来通院となる例が多いので、
継続的な関わりは患者さんの安心感に
つながっていると思います。常に医療者
が近くにいる病棟とは違い、外来では起
こり得る症状への対処方法や生活上の
注意点をしっかり伝えること、個々の生
活状況を考慮した支援の大切さをこの
外来を通して学びました。生活上の不安
や女性ならではの悩みを傾聴することも
多く、そこから信頼関係が育まれること
を実感しています」
　消化器内科外来への薬剤師配置の
きっかけは、医師からのおくすり外来へ
の依頼の多さだったが、実際に診療の
現場に入ってみると、薬剤師ができるこ
と、担うべきことの多さに改めて気付い

たと齋藤先生は話す。「コンプライアン
スの確認をはじめとして、処方チェック、
薬剤性肝障害やＯＴＣ薬などの医師へ
の情報提供、ピロリ菌除菌治療の指導、
Ｃ型肝炎治療薬導入における併用薬確
認や導入指導、内視鏡検査の前の抗血
栓薬の休薬指導など、薬剤師が行うこ
とで医師の負担軽減や診療の効率化に
貢献できていると感じています。病棟で
の業務中にも外来の医師からの問い合
わせが以前よりも増えており、毎日外来
にいてほしいと言われています」　
　増田先生は、消化器内科外来での活
動を足掛かりに、将来的には内視鏡室
や他の診療科への配置も視野に入れて
いる。「入院からの継続指導だけでなく、
外来での診断、治療から病棟へという
流れの中で、薬剤師が継続的に関わる
体制を築きたいと思います」

薬剤師外来の有用性の評価と
地域への展開
　土屋先生らは薬剤師外来のアウトカ
ム指標の一つとしてプレアボイドに着目
し、有用性および経済的効果の評価を
試みた。2017年2～5月における指導件
数は787件で、術前休薬確認が451件、
退院後の継続指導は138件であった。
継続指導ではがん化学療法に関わる指
導が109件で最も多かった。処方提案
の受け入れ率は95％、プレアボイド事例
は102件で、うち重大な副作用回避が4例
あった。副作用が発現および重篤化し
た場合に要する医療費を、PMDA（独立
行政法人医薬品医療機器総合機構）の
副作用被害救済制度や先行研究を参考

に算出したところ、1ヵ月で約327万円
の経済効果が得られた（資料2）。また、
プレアボイド事例の割合は、病棟3.1％
に対し外来は13.0％で有意に多いこと
から、薬剤師の外来介入は安全性の向
上に有効であることが示唆された。
「今後、患者さんの治療の理解度やQOL
の向上、診療の効率化など様々な観点
から薬剤師外来の有用性を検証してい
きます。それが若い薬剤師達のやりが
いにつながっていくと考えています」と土
屋先生は抱負を語る。　
　2017年8月からは在宅での支援も開
始した。現在は緩和ケア外来を受診しな
がら訪問看護を利用する患者さんを対
象に訪問看護師と一緒に訪問している
が、将来的には対象患者を広げていく予
定だ。「特にポリファーマシーは生活環
境が大きく影響するため、入院時や外来
での指導だけでは解消しません。持参薬
チェックでは把握しきれない薬があると
いう現状を薬剤師自身の目で確かめ、
支援の方法を考えることが大切です」と
増田先生は指摘する。
　トップの明確なビジョンと、それを具
現化するスタッフの実践力により院内で
の評価を高めてきた薬剤部の次の目標
は、“病院薬剤部発の病診連携”の実現
である。かかりつけ医との連携体制を築
き、おくすり外来が患者さんへの高度な
薬学的管理を担うことで、地域全体の
薬の安全を守る核となる。「実現は簡単
ではありませんが、高いモチベーション
を持つスタッフと共に新たな道を切り拓
いていきます」
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入院から外来までシームレスな薬学的ケアの体制資料1 薬剤師外来におけるプレアボイド事例の割合と
医療経済効果

資料2

入院患者

外来患者

在宅患者

地域住民

在宅業務
平成29年
在宅業務開始

平成22年
抗がん剤・麻薬の外来指導開始
平成27年
薬剤師外来開設

外来業務

病棟業務
平成20年
全病棟常駐開始（手術室含む）

引用1） 医療薬学2014; 40(4): 208-214.　2）日本緩和医療薬学雑誌2017; 10: 19-25.
3）Journal of Trauma and Acute Care Surgery2012; 73(6):  1484-1490.
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95% 82%
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¥7,020,880 

合計　¥13,097,911 

＃1　
重大な副作用の回避
または重篤化の回避

平成26年度医薬品被害救済制度給付金額
支給決定件数1件あたりの給付金額　
　¥1,755,220円
＃2-4の薬学的介入を薬剤のリスクで分類
①抗がん剤に関する内容： 
\1,755,220×5.21％＝\91,446円

②ハイリスク薬と麻薬に関する内容：
\1,755,220×3.91％＝\68,629円

③その他の薬剤による内容：
\1,755,220×2.6％＝\45,635円

＃2
薬物相互作用回避

＃3
腎機能に応じた投与量推奨

＃4
その他の薬剤処方提案

分類 薬学的介入事例 合計金額推算式

①27件
　×91,446円

　4件
×1,755,220円

②16件
　×68,629円

③55件
　×45,635円

①
¥2,469,042

②
¥1,098,064

③
 ¥2,509,925

1ヵ月あたり3,274,478円の医療経済効果



大学病院薬剤部が具現化する地域医療への貢献
　地域完結型医療への転換を目指した医療機能の分化と連携、地域包括ケアシステムの構築が進む中で、地域全体の薬物療
法の安全性、有効性の向上における薬剤師の役割は重要性を増している。こうした現状を踏まえて、大分大学医学部附属病院
（大分県由布市・618床）薬剤部では、薬局薬剤師を対象としたフィジカルアセスメント講習会の開催や院外処方箋への検査
値の記載のほか、薬剤師不足にある地域病院への人的支援や相談窓口の開設など、地域に目を向けた様々な活動を展開してい
る。大学病院薬剤部による地域医療への貢献のあり方について取材した。

大分大学医学部附属病院 薬剤部
-pharmacy-2CChallenge

Cooperation 
Communication

地域完結型医療を見据えた
大学病院薬剤部の取り組み
　大分大学医学部附属病院は県内唯一
の大学病院として、先進的な医療の提
供、地域医療に貢献する医療人の育成と
ともに、地域医療の中核的役割を担う。
その中で、薬剤部も安全・安心な薬物治
療の提供を目指して、病棟業務をはじめ
手術室や外来化学療法室での処方入力
支援、もの忘れ外来での薬剤管理指導
など次 と々業務を拡大、近年では地域完
結型医療において大学病院薬剤部が果
たすべき役割を見据えた活動を展開して
いる。
「院外処方箋発行率が9割を超える中
で、地域の保険薬局との連携・協力体
制の構築は不可欠です。来るべき地域
包括ケアの時代に、薬局薬剤師が地域
における薬物療法の要としてその専門性
を十分に発揮できるよう、知識やスキル
の向上を支援することが病院の役割だ
と認識しています」と、薬剤部長の伊東
先生は話す。その一環として、患者さん

の状態把握に基づく副作用の防止や重
篤化の予防、医薬品の適正使用を目的
に、「フィジカルアセスメント講習会」の
開催、院外処方箋への検査値表示など
を進めてきた。

副作用の防止、早期発見のための
「フィジカルアセスメント講習会」
「フィジカルアセスメント講習会」は、大
分県薬剤師会と大分大学医学部附属地
域医療学センターの協力を得て2014年
3月より開始した。全10テーマを約半年
間かけて学ぶ講習会を年2回開催し、
2016年度までに168名の薬局薬剤師が
受講した。
　講習会では、問診やバイタルサイン測
定、視診、聴診、触診などフィジカルアセ
スメントの基本的手技を学んだ後、呼吸
器、循環器、神経精神系など8領域の副
作用モニタリング方法を学ぶ（資料1）。
1テーマは講義10分、実技50分で、1日2 
テーマを受講する。領域別の講義では疾
患に特徴的な体の異常や所見を学び、

実技では呼吸音聴診シミュレータ、聴診
器、心電図などを使用した副作用モニタ
リングを体得する。特筆すべきは、同院
各診療科の若手医師10名が指導するこ
とであり、この協力体制が実現した背景
には、病院薬剤師が築いてきた医師との
信頼関係がある。
　企画・運営の実務責任者である副薬
剤部長の佐藤先生は、「フィジカルアセ
スメントは在宅医療だけでなく、来局さ
れた患者さんの評価にも役立ちます。例
えば、薬によるパーキンソン症候群等の
副作用の特徴や現れ方を学ぶことで、歩
き方や動作から副作用を疑い、適切な対
応ができます」と話す。実技に重点を置
いた参加型の講習会は、受講者の満足
度が高く、受講者間および若手医師との
コミュニケーションを促進し、地域医療
を支える仲間としての連帯感の醸成にも
つながる。今後、一人でも多くの薬局薬
剤師の参加を目指し、さらに魅力あるプ
ログラムを企画していく考えだ。

検査値を記載した院外処方箋の
活用
　院外処方箋への検査値表示は、電子
カルテの更新を機に2016年1月より開
始した。運用開始前には県内の薬局薬
剤師を対象に、検査値の活用方法を含
む説明会を3 回実施、合計約400名が
参加した。「がん治療をはじめ多くの疾患
の治療が外来にシフトする中、薬局薬剤
師が検査値や身体情報を活用すること
で、処方の適正化や副作用の早期発見
などにつなげてほしい」と伊東先生は期
待する。
　表示する検査項目は、白血球数や好
中球、ヘモグロビン値など14項目で、過
去90日以内の直近2回分の検査結果
が確認できる。また、身長、体重、体表
面積、化学療法レジメン名のほか、処方
医と保険薬局間の連絡事項記載欄も設
けた。なおレジメンは薬剤部ホームペー
ジで公開している。さらに、全国に先駆
けて処方内容や検査値をQRコードで提
供、薬局ではバーコードリーダーで読み
込めば、簡単かつ正確にデータを入力・
蓄積できる（資料2）。　
　薬局薬剤師が医師に疑義照会した場
合、その内容と結果は病院薬剤部に
FAXでフィードバックされ、病院薬剤師
はその情報を電子カルテに記載してデー
タベース化し、有用性の評価を行う。運
用開始前後各5ヵ月間の疑義照会件数
は、開始前の362件から開始後は420
件に増加し、うち検査値に基づく用法・
用量変更に関する疑義照会は20件で
あった。中には、疑義照会から定期的な

実施が必要とされる血清カリウム値の検
査につながった例、腎機能に注意が必要
な薬剤について医師に確認した例などが
ある。佐藤先生は、「運用開始後も研修
会を行っており、検査値に基づく疑義照
会が徐々に増えています。こうした事例
を医師および保険薬局と共有すること
で、地域医療の質向上につなげたいと思
います」と話す。

地域病院への薬剤師派遣と
相談窓口の開設
　薬学部のない大分県では慢性的な薬
剤師不足の状態にあり、特に中小病院
では常勤薬剤師1人で奮闘する施設も少
なくない。そこで、同院では2015年に竹
田市の大久保病院（136床）、2017年か
らは大分市のへつぎ病院（188床）への
薬剤師派遣を開始した。伊東先生が大
久保病院に月2回、へつぎ病院に週1回、
佐藤先生と主任2名が毎週土曜日に2病
院に出向いている。
　派遣先では、薬剤師への情報提供や
アドバイスのほか、医師の回診への同行
や使用薬剤の評価、がん化学療法に関
する情報提供、院内全体の安全管理・
感染制御に関するノウハウの提供、市民
対象の講演会などの啓発活動を行う。
「病院併設の介護老人保健施設での支
援も行っていますが、ポリファーマシーな
ど高齢者が抱える問題を目の当たりに
し、薬剤師が取り組むべき課題が見えて
きました」という佐藤先生の言葉に、伊
東先生は「地域病院への人的支援は大
学病院の使命であり、医師は当然のよう

に行っています。薬剤師も地域医療の現
場を知ることで視野を広げ、研究や教
育、臨床に還元する必要があります」と
続ける。
　地域病院での経験を通じて、身近に
相談相手もなく困っている薬剤師への支
援の必要性を痛感した伊東先生らは、
2017年5月より地域の病院薬剤師、薬
局薬剤師を対象とした「がん薬物療法相
談窓口」を開設した。化学療法レジメン
や抗がん剤の調製、指導方法などの相
談に、がん専門薬剤師の佐藤先生のほ
か2名のがん薬物療法認定薬剤師が対
応する。相談はFAX、メール、TELで受け
付け、原則として 24 時間以内に返答す
る。開始から3ヵ月で10件程の相談に対
応したという。さらに、地域の薬剤師の
レベルアップ支援として、2017年度には
病院薬剤師を対象としたTDM研究会を
立ち上げた。今後は感染対策における地
域連携、総合的な薬剤師スキルアップ研
修も視野に入れている。
　佐藤先生は「進行中の取り組みをさら
に前に進めるとともに、薬剤師の介入に
よるメリットを客観的に評価し、研究成
果として発信したいと思います」と抱負
を語る。8月より副病院長を兼務する伊
東先生は、病院経営における役割も担う
ことになる。「院内外を問わず、現場で
困っていることや問題点の解決策を共に
考え、改善・連携をすすめていきます。そ
して、臨床業務と研究、教育の三本柱で、
地域に貢献する大学病院薬剤部を目指
します」と結んだ。

～スキルアップ支援と情報共有による薬物療法の適正化と安全性向上～

伊東 弘樹 先生
薬剤部　教授・薬剤部長
い     とう      ひろ     き

佐藤 雄己 先生
薬剤部　副薬剤部長
さ    とう      ゆう    き
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地域完結型医療を見据えた
大学病院薬剤部の取り組み
　大分大学医学部附属病院は県内唯一
の大学病院として、先進的な医療の提
供、地域医療に貢献する医療人の育成と
ともに、地域医療の中核的役割を担う。
その中で、薬剤部も安全・安心な薬物治
療の提供を目指して、病棟業務をはじめ
手術室や外来化学療法室での処方入力
支援、もの忘れ外来での薬剤管理指導
など次 と々業務を拡大、近年では地域完
結型医療において大学病院薬剤部が果
たすべき役割を見据えた活動を展開して
いる。
「院外処方箋発行率が9割を超える中
で、地域の保険薬局との連携・協力体
制の構築は不可欠です。来るべき地域
包括ケアの時代に、薬局薬剤師が地域
における薬物療法の要としてその専門性
を十分に発揮できるよう、知識やスキル
の向上を支援することが病院の役割だ
と認識しています」と、薬剤部長の伊東
先生は話す。その一環として、患者さん

の状態把握に基づく副作用の防止や重
篤化の予防、医薬品の適正使用を目的
に、「フィジカルアセスメント講習会」の
開催、院外処方箋への検査値表示など
を進めてきた。

副作用の防止、早期発見のための
「フィジカルアセスメント講習会」
「フィジカルアセスメント講習会」は、大
分県薬剤師会と大分大学医学部附属地
域医療学センターの協力を得て2014年
3月より開始した。全10テーマを約半年
間かけて学ぶ講習会を年2回開催し、
2016年度までに168名の薬局薬剤師が
受講した。
　講習会では、問診やバイタルサイン測
定、視診、聴診、触診などフィジカルアセ
スメントの基本的手技を学んだ後、呼吸
器、循環器、神経精神系など8領域の副
作用モニタリング方法を学ぶ（資料1）。
1テーマは講義10分、実技50分で、1日2 
テーマを受講する。領域別の講義では疾
患に特徴的な体の異常や所見を学び、

実技では呼吸音聴診シミュレータ、聴診
器、心電図などを使用した副作用モニタ
リングを体得する。特筆すべきは、同院
各診療科の若手医師10名が指導するこ
とであり、この協力体制が実現した背景
には、病院薬剤師が築いてきた医師との
信頼関係がある。
　企画・運営の実務責任者である副薬
剤部長の佐藤先生は、「フィジカルアセ
スメントは在宅医療だけでなく、来局さ
れた患者さんの評価にも役立ちます。例
えば、薬によるパーキンソン症候群等の
副作用の特徴や現れ方を学ぶことで、歩
き方や動作から副作用を疑い、適切な対
応ができます」と話す。実技に重点を置
いた参加型の講習会は、受講者の満足
度が高く、受講者間および若手医師との
コミュニケーションを促進し、地域医療
を支える仲間としての連帯感の醸成にも
つながる。今後、一人でも多くの薬局薬
剤師の参加を目指し、さらに魅力あるプ
ログラムを企画していく考えだ。

検査値を記載した院外処方箋の
活用
　院外処方箋への検査値表示は、電子
カルテの更新を機に2016年1月より開
始した。運用開始前には県内の薬局薬
剤師を対象に、検査値の活用方法を含
む説明会を3 回実施、合計約400名が
参加した。「がん治療をはじめ多くの疾患
の治療が外来にシフトする中、薬局薬剤
師が検査値や身体情報を活用すること
で、処方の適正化や副作用の早期発見
などにつなげてほしい」と伊東先生は期
待する。
　表示する検査項目は、白血球数や好
中球、ヘモグロビン値など14項目で、過
去90日以内の直近2回分の検査結果
が確認できる。また、身長、体重、体表
面積、化学療法レジメン名のほか、処方
医と保険薬局間の連絡事項記載欄も設
けた。なおレジメンは薬剤部ホームペー
ジで公開している。さらに、全国に先駆
けて処方内容や検査値をQRコードで提
供、薬局ではバーコードリーダーで読み
込めば、簡単かつ正確にデータを入力・
蓄積できる（資料2）。　
　薬局薬剤師が医師に疑義照会した場
合、その内容と結果は病院薬剤部に
FAXでフィードバックされ、病院薬剤師
はその情報を電子カルテに記載してデー
タベース化し、有用性の評価を行う。運
用開始前後各5ヵ月間の疑義照会件数
は、開始前の362件から開始後は420
件に増加し、うち検査値に基づく用法・
用量変更に関する疑義照会は20件で
あった。中には、疑義照会から定期的な

実施が必要とされる血清カリウム値の検
査につながった例、腎機能に注意が必要
な薬剤について医師に確認した例などが
ある。佐藤先生は、「運用開始後も研修
会を行っており、検査値に基づく疑義照
会が徐々に増えています。こうした事例
を医師および保険薬局と共有すること
で、地域医療の質向上につなげたいと思
います」と話す。

地域病院への薬剤師派遣と
相談窓口の開設
　薬学部のない大分県では慢性的な薬
剤師不足の状態にあり、特に中小病院
では常勤薬剤師1人で奮闘する施設も少
なくない。そこで、同院では2015年に竹
田市の大久保病院（136床）、2017年か
らは大分市のへつぎ病院（188床）への
薬剤師派遣を開始した。伊東先生が大
久保病院に月2回、へつぎ病院に週1回、
佐藤先生と主任2名が毎週土曜日に2病
院に出向いている。
　派遣先では、薬剤師への情報提供や
アドバイスのほか、医師の回診への同行
や使用薬剤の評価、がん化学療法に関
する情報提供、院内全体の安全管理・
感染制御に関するノウハウの提供、市民
対象の講演会などの啓発活動を行う。
「病院併設の介護老人保健施設での支
援も行っていますが、ポリファーマシーな
ど高齢者が抱える問題を目の当たりに
し、薬剤師が取り組むべき課題が見えて
きました」という佐藤先生の言葉に、伊
東先生は「地域病院への人的支援は大
学病院の使命であり、医師は当然のよう

に行っています。薬剤師も地域医療の現
場を知ることで視野を広げ、研究や教
育、臨床に還元する必要があります」と
続ける。
　地域病院での経験を通じて、身近に
相談相手もなく困っている薬剤師への支
援の必要性を痛感した伊東先生らは、
2017年5月より地域の病院薬剤師、薬
局薬剤師を対象とした「がん薬物療法相
談窓口」を開設した。化学療法レジメン
や抗がん剤の調製、指導方法などの相
談に、がん専門薬剤師の佐藤先生のほ
か2名のがん薬物療法認定薬剤師が対
応する。相談はFAX、メール、TELで受け
付け、原則として 24 時間以内に返答す
る。開始から3ヵ月で10件程の相談に対
応したという。さらに、地域の薬剤師の
レベルアップ支援として、2017年度には
病院薬剤師を対象としたTDM研究会を
立ち上げた。今後は感染対策における地
域連携、総合的な薬剤師スキルアップ研
修も視野に入れている。
　佐藤先生は「進行中の取り組みをさら
に前に進めるとともに、薬剤師の介入に
よるメリットを客観的に評価し、研究成
果として発信したいと思います」と抱負
を語る。8月より副病院長を兼務する伊
東先生は、病院経営における役割も担う
ことになる。「院内外を問わず、現場で
困っていることや問題点の解決策を共に
考え、改善・連携をすすめていきます。そ
して、臨床業務と研究、教育の三本柱で、
地域に貢献する大学病院薬剤部を目指
します」と結んだ。
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フィジカルアセスメント講習会開催方法資料1 検査値を記載した院外処方箋資料2

会期：2014年3月～2017年3月　計30回（1年間に10テーマを2回ずつ）
対象：大分県内の薬局薬剤師
方法：1日2テーマ（1テーマ：講義10分＋実技50分）
講師：大分大学医学部附属病院各診療科医師10名
内容：フィジカルアセスメントの基本手技の習得
　　　領域別のフィジカルアセスメントと副作用

 1　 フィジカルアセスメント基本手技とその異常①
 2　 フィジカルアセスメント基本手技とその異常②
 3　 呼吸器領域のフィジカルアセスメントと副作用
 4　 循環器領域のフィジカルアセスメントと副作用
 5 　神経精神系領域のフィジカルアセスメントと副作用
 6 　消化器領域のフィジカルアセスメントと副作用
 7　 腫瘍・血液領域のフィジカルアセスメントと副作用
 8　 内分泌代謝領域の副作用
 9　 膠原病・腎臓領域のフィジカルアセスメントと副作用
10　漢方薬の副作用

総合内科・総合診療科
総合内科・総合診療科
呼吸器・感染症内科
循環器内科
神経内科
消化器内科
腫瘍・血液内科
内分泌・糖尿病内科
膠原病・腎臓内科
総合内科・総合診療科

テーマ 講師

検査値

QRコード

連絡事項記入欄
処方医→保険薬局
保険薬局→処方医

身長・体重・体表面積
レジメン名

計14項目

WBC, Neut, Hb, PLT, PT-INR,
AST, ALT, T-Bil, 血清Cr,
eGFR, CK, CRP, K, HbA1c



チーム医療、地域医療に貢献する臨床薬剤師の育成
　薬剤師への社会的ニーズが高まる中で、臨床薬剤業務およびチーム

医療の実践能力を備えた薬剤師の育成が課題となっている。湘南鎌倉

総合病院（神奈川県鎌倉市・619床）薬剤部は、日常業務を通じた実践

能力の強化とともに、法人グループ内の離島・へき地の病院薬剤師と共

に学ぶＷeb症例検討会をはじめとした人材育成プログラムの充実に力

を入れている。ファーマシューティカルケア（患者のQOLを向上させる確

実な結果を目的とした責任ある薬物治療の提供）の実践を目標に掲げ、

主体的に行動する薬剤師の育成を目指す同院の取り組みを取材した。

医療法人沖縄徳洲会 湘南鎌倉総合病院 薬剤部
-pharmacy-3CChallenge

Cooperation 
Communication

自ら考え、主体的に行動する
薬剤師の育成
　湘南鎌倉総合病院は、高度急性期医
療を担う地域の中核病院であり、全国
に70病院を展開する徳洲会グループの
リーディングホスピタルでもある。薬剤
部は「患者第一」をモットーに、医薬品
適正使用を責務としてチーム医療、地
域医療への貢献を目指している。薬剤
部長の仲鉢先生は、「薬剤師の病棟活
動は20年以上前から開始しており、医
師や他職種との協働によるチーム医療
が根付いています。2014年の院外処方
への切り替えにより、病棟業務への比
重はさらに高まり、現在は救急・ICUを
含む全15病棟に薬剤師を配置し、回診
やカンファレンスに参加するなど活躍の
場を広げています」と説明する。
　人材育成における基本方針は、「目
の前の患者に最善の薬物療法を提供
するために、自ら考え、主体的に行動す
る薬剤師」であり、それを体現している
のが、7年目の薬剤師で、救急・ICUお
よび循環器病棟を担当する宮田先生
だ。2015年には周術期患者を対象と
した薬剤師の術前外来を提案し、実現
させた。「術前の薬の管理が不十分で
手術が延期になる可能性もゼロとは言
えません。ジェネリック医薬品が増加す

る中で、薬剤の知識を持つ薬剤師が休
止薬のチェックや患者への説明を行う
べきだと考えました」
　こうした意欲的な先輩の姿勢に若手
も触発され、自分にもできることはない
かと考え、提案する。それが患者にとっ
て必要なことであれば、仲鉢先生は、若
手、ベテランを問わず受け入れ、実現を
後押しする。「主体的な行動の中から責
任感や使命感が育ち、モチベーション
が高まります。それが薬剤部全体の活
性化につながると考えています」

臨床スキルを育む環境と
人材育成プログラム
　新人薬剤師教育に
おいては、体系的な教
育プログラムに沿って、
病棟業務の基本的知
識までを含め1年間で
薬剤部内の全業務を
一通り経験する。先述
の術前外来は、1年目
の薬剤師が患者との
コミュニケーションや
薬剤情報収集のスキ
ルを習得する場でもあ
る。また、2年目と3年
目の薬剤師が指導す

るチューター制を導入し、相互のスキル
アップに成果を上げている。
　入職10ヵ月目から開始する病棟業
務では、本人の希望や適性に応じて担
当病棟が決められるが、まずはジェネラ
リストとしての基盤を固めることに力点
を置く。「例えば、循環器病棟では多く
の患者は循環器疾患以外の薬も服用し
ており、医師からは専門外の疾患や感
染症、合併症の薬剤の知識が求められ
ます。日々、患者と向き合い、医師や他
職種からのニーズに応えようとすれば、
幅広い薬物療法の知識を持つことの重
要性に気づかざるを得ません。その上に
専門性を積み上げていくことで、臨床薬

剤師としての対応力が広がると考えてい
ます」と宮田先生は話す。
　臨床現場での実践能力の養成とと
もに、勉強会や研修会など学びを深め
る機会も多い（資料1）。週1回、水曜日
の朝に全薬剤師が持ち回りで担当する
15分間のミニ勉強会のほか、症例検
討会、プレアボイド報告会を毎月開催
する。2016年からは宮田先生の発案
で問題指向型検討会を開始。隔月で薬
物治療における問題を解決するための
介入方法を話し合う（資料2）。また、学
術活動では年間15演題以上の学会発
表を薬剤部の目標とし、取り組みの成
果を発信すること、全国の薬剤師の活
躍に触れて刺激を受けることも教育の
一環と位置付けている。　
　注目されるのは、グループ内の離島・
へき地の病院での業務支援を兼ねた研
修だ。全52名の薬剤師のうち2年目以
降の薬剤師3～4名が2～3ヵ月のロー
テーションでグループ病院での業務に
あたる。仲鉢先生は「薬剤師不足の病
院への応援という側面もありますが、当
院のノウハウやスキルを還元すること
で、グループ全体の業務レベルの均て
ん化を図り、離島であっても住民が質の
高い医療を受けられるようにすることが
目的です。一方で、応援に行く薬剤師
も、少人数であらゆる業務をこなすとい
う得難い経験をすることで、3ヵ月後に
は逞しくなって戻ってきますね」と話す。
　同院の人材育成プログラムは、薬剤
師としてのレベルアップだけではなく、
その職能を患者や地域社会にどのよう

に還元していくべきかを考えさせるもの
といえる。

離島・へき地の薬剤師と共に学ぶ
Web症例検討会
　症例検討会は、Web会議システムを
介して離島・へき地のグループ病院の
薬剤師も参加する。症例検討のテーマ
は、循環器疾患や腎疾患、がんなどの
基本的疾患を柱に、ポリファーマシー
や臨床推論などその年の注目テーマを
組み込む。発表者は2～ 3年目の薬剤
師の中から手上げ方式で決まり、先輩
薬剤師とペアを組んで会当日まで準備
を重ねる。
　症例検討会の模様を一部紹介しよ
う。会の開始は午後7時。同院の薬剤師
約20名のほか近隣薬局からも数名、ま
た、Ｗebを介して札幌、湘南厚木、出雲、
長崎北、瀬戸内、宮古島の各グループ病院
の薬剤師が参加した。この日のテーマは
脳卒中。急性期後の2症例について3年
目の薬剤師が、脳梗塞再発防止の重要
性や薬剤選択について臨床試験データ、
診療ガイドラインを交えて考察を進め
る。途中、「長崎北の先生、脳梗塞の二
次予防を考慮した抗血栓薬の選択をど
う考えますか」と、サテライト会場の薬
剤師にも質問を投げかけ、双方向でのや
りとりが展開される。離島の薬剤師から
は、薬剤選択における薬剤コストの考慮
についての質問があり、退院支援の体
制などの現状と課題を共有した。
　Webを活用した症例検討会は、学ぶ
機会や症例の少ない地域で働く薬剤

師のスキルアップ支援に有用であり、仲
鉢先生はグループ内だけでなく、地域へ
と広げていくことも視野に入れている。

薬剤師による地域医療への貢献
　今後、地域包括ケアシステムの中で薬
剤師が役割を果たすためには、地域の
保険薬局との連携強化が不可欠だ。
2015年より院外処方箋への臨床検査
値の表示を開始しているが、患者の病
状や処方意図、入院中の経過など、薬
物療法を継続するために必要な患者情
報の共有はこれからの課題である。薬
剤部では『鎌倉薬薬連携を考える会』を
発足し、地域の中でスムーズに情報を引
き継ぐための基礎づくりに着手。他の病
院にも声をかけ、地域の薬剤師同士、顔
の見える関係作りから始めている。次の
ステップとして、情報共有ツールを作成
し、鎌倉市の取り組みを全国のモデルと
したいと宮田先生は意欲を示す。「薬剤
師の活躍の場が大きく広がる中で、常
に開拓者として新たな取り組みにチャレ
ンジしていきたいと思います」
　一方、仲鉢先生は、薬剤師自身が医
療における存在意義を認識しきれていな
いと指摘したうえで、「医療の担い手とし
て、なくてはならない存在であるという
自信と誇りを持って行動すること、また、
それを裏付ける根拠として薬剤師業務
のアウトカムを出すことで、患者や他職
種、そして地域社会から信頼される薬剤
師集団を目指します」と締めくくった。

～主体性と問題解決能力を育む人材育成プログラム～

宮田 祐一 先生

薬剤部

みや    た        ゆう   いち

仲鉢 英夫 先生

薬剤部
部長
ちゅう  ばち      ひで    お
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湘南鎌倉総合病院の主な人材育成プログラム資料1

新人教育

継続教育

離島・へき地
研修

●チューター制度
　主に2年目のスタッフをチューターとして選出し、
　交換ノートの添削や理解度の確認を行う。

●水曜勉強会（個人毎の持ち回り制）
　15分間で疾病、薬物療法についてまとめる
●プレアボイド報告会（月1回）
　病棟単位で発表し、日本病院薬剤師会へ報告
●メーカー勉強会（月1～2回）
　話題の薬物療法など
●症例検討会（月1回）
　Web会議システムを活用し、離島・へき地の薬剤師も参加
●POS勉強会（奇数月）
　薬物治療における問題を解決するための介入方法を討議

薬剤師3～4名が2～3ヵ月のローテーションでグループ
病院に赴き、学んだことを支援先で実践



自ら考え、主体的に行動する
薬剤師の育成
　湘南鎌倉総合病院は、高度急性期医
療を担う地域の中核病院であり、全国
に70病院を展開する徳洲会グループの
リーディングホスピタルでもある。薬剤
部は「患者第一」をモットーに、医薬品
適正使用を責務としてチーム医療、地
域医療への貢献を目指している。薬剤
部長の仲鉢先生は、「薬剤師の病棟活
動は20年以上前から開始しており、医
師や他職種との協働によるチーム医療
が根付いています。2014年の院外処方
への切り替えにより、病棟業務への比
重はさらに高まり、現在は救急・ICUを
含む全15病棟に薬剤師を配置し、回診
やカンファレンスに参加するなど活躍の
場を広げています」と説明する。
　人材育成における基本方針は、「目
の前の患者に最善の薬物療法を提供
するために、自ら考え、主体的に行動す
る薬剤師」であり、それを体現している
のが、7年目の薬剤師で、救急・ICUお
よび循環器病棟を担当する宮田先生
だ。2015年には周術期患者を対象と
した薬剤師の術前外来を提案し、実現
させた。「術前の薬の管理が不十分で
手術が延期になる可能性もゼロとは言
えません。ジェネリック医薬品が増加す

る中で、薬剤の知識を持つ薬剤師が休
止薬のチェックや患者への説明を行う
べきだと考えました」
　こうした意欲的な先輩の姿勢に若手
も触発され、自分にもできることはない
かと考え、提案する。それが患者にとっ
て必要なことであれば、仲鉢先生は、若
手、ベテランを問わず受け入れ、実現を
後押しする。「主体的な行動の中から責
任感や使命感が育ち、モチベーション
が高まります。それが薬剤部全体の活
性化につながると考えています」

臨床スキルを育む環境と
人材育成プログラム
　新人薬剤師教育に
おいては、体系的な教
育プログラムに沿って、
病棟業務の基本的知
識までを含め1年間で
薬剤部内の全業務を
一通り経験する。先述
の術前外来は、1年目
の薬剤師が患者との
コミュニケーションや
薬剤情報収集のスキ
ルを習得する場でもあ
る。また、2年目と3年
目の薬剤師が指導す

るチューター制を導入し、相互のスキル
アップに成果を上げている。
　入職10ヵ月目から開始する病棟業
務では、本人の希望や適性に応じて担
当病棟が決められるが、まずはジェネラ
リストとしての基盤を固めることに力点
を置く。「例えば、循環器病棟では多く
の患者は循環器疾患以外の薬も服用し
ており、医師からは専門外の疾患や感
染症、合併症の薬剤の知識が求められ
ます。日々、患者と向き合い、医師や他
職種からのニーズに応えようとすれば、
幅広い薬物療法の知識を持つことの重
要性に気づかざるを得ません。その上に
専門性を積み上げていくことで、臨床薬

剤師としての対応力が広がると考えてい
ます」と宮田先生は話す。
　臨床現場での実践能力の養成とと
もに、勉強会や研修会など学びを深め
る機会も多い（資料1）。週1回、水曜日
の朝に全薬剤師が持ち回りで担当する
15分間のミニ勉強会のほか、症例検
討会、プレアボイド報告会を毎月開催
する。2016年からは宮田先生の発案
で問題指向型検討会を開始。隔月で薬
物治療における問題を解決するための
介入方法を話し合う（資料2）。また、学
術活動では年間15演題以上の学会発
表を薬剤部の目標とし、取り組みの成
果を発信すること、全国の薬剤師の活
躍に触れて刺激を受けることも教育の
一環と位置付けている。　
　注目されるのは、グループ内の離島・
へき地の病院での業務支援を兼ねた研
修だ。全52名の薬剤師のうち2年目以
降の薬剤師3～4名が2～3ヵ月のロー
テーションでグループ病院での業務に
あたる。仲鉢先生は「薬剤師不足の病
院への応援という側面もありますが、当
院のノウハウやスキルを還元すること
で、グループ全体の業務レベルの均て
ん化を図り、離島であっても住民が質の
高い医療を受けられるようにすることが
目的です。一方で、応援に行く薬剤師
も、少人数であらゆる業務をこなすとい
う得難い経験をすることで、3ヵ月後に
は逞しくなって戻ってきますね」と話す。
　同院の人材育成プログラムは、薬剤
師としてのレベルアップだけではなく、
その職能を患者や地域社会にどのよう

に還元していくべきかを考えさせるもの
といえる。

離島・へき地の薬剤師と共に学ぶ
Web症例検討会
　症例検討会は、Web会議システムを
介して離島・へき地のグループ病院の
薬剤師も参加する。症例検討のテーマ
は、循環器疾患や腎疾患、がんなどの
基本的疾患を柱に、ポリファーマシー
や臨床推論などその年の注目テーマを
組み込む。発表者は2～3年目の薬剤
師の中から手上げ方式で決まり、先輩
薬剤師とペアを組んで会当日まで準備
を重ねる。
　症例検討会の模様を一部紹介しよ
う。会の開始は午後7時。同院の薬剤師
約20名のほか近隣薬局からも数名、ま
た、Ｗebを介して札幌、湘南厚木、出雲、
長崎北、瀬戸内、宮古島の各グループ病院
の薬剤師が参加した。この日のテーマは
脳卒中。急性期後の2症例について3年
目の薬剤師が、脳梗塞再発防止の重要
性や薬剤選択について臨床試験データ、
診療ガイドラインを交えて考察を進め
る。途中、「長崎北の先生、脳梗塞の二
次予防を考慮した抗血栓薬の選択をど
う考えますか」と、サテライト会場の薬
剤師にも質問を投げかけ、双方向でのや
りとりが展開される。離島の薬剤師から
は、薬剤選択における薬剤コストの考慮
についての質問があり、退院支援の体
制などの現状と課題を共有した。
　Webを活用した症例検討会は、学ぶ
機会や症例の少ない地域で働く薬剤

師のスキルアップ支援に有用であり、仲
鉢先生はグループ内だけでなく、地域へ
と広げていくことも視野に入れている。

薬剤師による地域医療への貢献
　今後、地域包括ケアシステムの中で薬
剤師が役割を果たすためには、地域の
保険薬局との連携強化が不可欠だ。
2015年より院外処方箋への臨床検査
値の表示を開始しているが、患者の病
状や処方意図、入院中の経過など、薬
物療法を継続するために必要な患者情
報の共有はこれからの課題である。薬
剤部では『鎌倉薬薬連携を考える会』を
発足し、地域の中でスムーズに情報を引
き継ぐための基礎づくりに着手。他の病
院にも声をかけ、地域の薬剤師同士、顔
の見える関係作りから始めている。次の
ステップとして、情報共有ツールを作成
し、鎌倉市の取り組みを全国のモデルと
したいと宮田先生は意欲を示す。「薬剤
師の活躍の場が大きく広がる中で、常
に開拓者として新たな取り組みにチャレ
ンジしていきたいと思います」
　一方、仲鉢先生は、薬剤師自身が医
療における存在意義を認識しきれていな
いと指摘したうえで、「医療の担い手とし
て、なくてはならない存在であるという
自信と誇りを持って行動すること、また、
それを裏付ける根拠として薬剤師業務
のアウトカムを出すことで、患者や他職
種、そして地域社会から信頼される薬剤
師集団を目指します」と締めくくった。
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症例検討会、POS勉強会のテーマ資料2

症例検討会のテーマ
（2017～2018年）

月 内容

10月

11月

1月

2月

3月

4月

感染

糖尿病・内分泌

栄養（or/and褥瘡）

輸液体液管理・代謝

腎臓・電解質

循環器
（虚血・心不全・不整脈）

テーマ毎に、プレゼンター・担当
チューター・確認者を決め、症例
検討会までに準備。

月 内容

12月

1月

2月

3月

5月

9月

7月

Pharmaceutical Care

POS（問題点抽出）

敗血症、AKI

抗菌薬のEBM

処方解析（処方内容から情報収集）

周術期管理

バンコマイシンについて考える

POS勉強会のテーマ
（2016年12月開始）

症例検討会風景



リウマチチーム医療の推進と薬剤師の役割
　関節リウマチ（RA）の薬物治療は、新規薬剤の登場で治療の成果が上がる一方で、多職種による総合的な患者支援の必要
性が高まっている。天理よろづ相談所病院（奈良県天理市・715床）は、リウマチチームの結成に続き、2016年3月よりリウマチ
登録薬剤師による薬剤師外来を開設。生物学的製剤導入を検討する患者さんを対象に、生活スタイルや治療に対する考え方、
経済面などを聴き取ったうえで適切な製剤を選択し、医師に処方提案している。これにより、患者主体の医療に貢献するととも
に、医師の負担軽減にもつなげている。同院におけるリウマチチーム医療の現状と薬剤師の役割について、総合内科部長の八
田先生を交えてお話を伺った。

公益財団法人 天理よろづ相談所病院
-pharmacy-4CChallenge

Cooperation 
Communication

外来診療部門における
患者支援の強化
　天理よろづ相談所病院は、創立時よ
り身体と心と生活に目を向けた「全人
的包括医療」を理念とし、国内初の総
合診療部門(総合内科)を設置したこと
で広く知られる。薬剤部もまた、患者さ
んへの総合的支援を基本方針に、地域
基幹病院の薬剤部としての役割を追求
してきた。薬剤部長の上田先生は、「薬
剤業務全般を担う知識とスキルを備え
つつ、各分野で高い専門性を持つ薬剤
師が結集することで、総合力、組織力の
高い薬剤部を目指しています。チーム医
療における薬剤師へのニーズが高まる
中、院内処方97％、薬剤師60名の体
制で、可能な限り業務の拡充に取り組
んできました」と話す。
　現在、ほぼ全ての病棟で薬剤管理指
導を行うとともに、外来には1日22～
23名の薬剤師を配置し、抗がん剤を含

む外来調剤のほか、吸入指導やがん疼
痛緩和、関節リウマチ（RA）の服薬指
導、外来心臓病教室での集団指導など
に専門性を発揮している。また、入院案
内センターでは検査および手術前の休
止薬スクリーニングのほか、腹部大動
脈瘤ステントグラフト内挿術、内視鏡的
大腸ポリープ切除術などクリニカルパ
ス適応患者を対象に薬剤師が面談を行
い、常用薬や健康食品の服薬・摂取状
況を確認。休薬が必要であれば説明、
指導し、その情報を病棟担当者に引き
継ぐ。外来診療部門を担当する副部長
の奥野先生は、「全ての外来患者への指
導はマンパワー的に難しいため、ハイリ
スク薬および服用方法や手技が治療効
果に影響する薬剤を対象に指導を行って
います」と説明する。
　RA外来診療においては、従来から抗
リウマチ薬の初回指導を外来担当薬剤
師が行っていたが、2016年3月よりリ

ウマチ登録薬剤師による生物学的製剤
（Bio）の導入指導を開始した。担当の雪
矢先生は、総合内科の病棟担当薬剤師
としてRA患者の服薬指導を担う中で
専門性を高め、2015年に資格を取得し
た。「2015年に地域の多職種が集まる
RA勉強会に参加したことをきっかけ
に、月1回、医師、薬剤師、看護師が集
まってカンファレンスを行うようになりま
した。それがRAチームへと発展し、さ
らにはリウマチ登録薬剤師による薬剤
師外来の開設につながりました」

リウマチのチーム医療と
薬剤師の活動
　総合内科部長でリウマチ専門医の八
田先生は、近年、RA治療は目覚ましい
進歩をとげていると話す。「1999年のメ
トトレキサート（MTX）、2003年のBio
の登場により、発症早期からの診断と
専門治療による寛解・治癒が目指せる

ようになりました。一方で、これらの薬
剤は副作用への慎重な対応が必要であ
り、投与方法も複雑です。医師だけでな
く、薬剤師や看護師によるきめ細かな
指導や支援に加え、超音波検査による
早期診断や治療効果判定、リハビリテー
ションによるADLの維持や機能回復な
ど、患者さんを多面的かつ総合的に支
援するためのチーム医療が不可欠にな
っています」
　月１回、開催するRAチームのカンファ
レンスには、総合内科の医師4名、後期
研修医3～ 4名、リウマチ登録薬剤師
2名のほか、リウマチケア看護師、リハ
ビリスタッフ、放射線技師、臨床検査技
師、治験コーディネーターなど総勢20名
程度が参加し、各職種の取り組み状況
や課題を確認し、情報共有と課題解決
を図る。この他、院内勉強会の開催、院
外の研究会への参加や発表によるスキ
ルアップに取り組んでいる（資料1）。
　同院のRA患者数は1,000名を超え
ており、うちBio導入患者は約2割を占
める。「現在、Bio は8 製剤になり、選択
の幅が広がりましたが、その導入には患
者さんの治療への理解と納得が不可欠
です。各製剤の特徴や副作用などにつ
いて、医師が診察時に説明する時間的
余裕はなく、患者さんもすぐには判断で
きませんから、専門的知識を持つ薬剤
師による丁寧な指導が必要です」と、八
田先生は薬剤師の関わりを評価する。
　薬剤師外来は原則予約制で、医師が
薬剤師の指導が必要と判断したBio導
入検討患者が対象だ。2016年3月～
2017年4月までの指導件数は30件（月

平均2件）。内訳は、医師からのBio指
定がない患者における薬剤の選定が
25件、医師が指定したBioの説明が3
件、その他2件で、患者一人当たりの
指導時間は平均40分であった。薬剤
の選定においては、Bioに関する全般
的な説明をしたうえで患者本人の導入
意思を確認、導入を希望すれば、各製
剤の投与方法（点滴、皮下注射、自己注
射）や投与スケジュール、治療費用など
を説明して患者さんの希望に合致した
薬剤を選択し、医師に処方提案する。
一方、経済的な理由やBioに消極的と
いった理由で導入に至らないケースも
あり、その場合は、他の治療方法を検
討する（資料2）。
　指導にあたり、雪矢先生は患者さん
の生活スタイルや治療に対する考え方、
望んでいること、経済面などを丁寧に聴
き取り、希望に沿った薬剤の選択を心
がけているという。「たとえ治療効果が
高くても、経済的負担を考えれば、Bio
導入を安易に勧めることはできません。
高額療養費制度の利用の可能性も含め
て、様々な面で患者さんの負担を軽減
できる治療方法を考えます」

地域連携による総合的患者支援
を推進
　RA治療における今後の取り組みに
ついて、八田先生は、「患者さんの年齢
や職業、社会生活における必要性など
を考慮した過不足のない適切な治療
を、多職種と協力しながら進めていきま
す。また、整形外科などの他診療科や
地域の医療機関との連携強化も今後の

課題です」と展望する。さらに、RA治
療薬の効果は個体差が大きく、患者さ
んによって効く薬が違うという問題点を
挙げ、「その患者さんへの有効性を投与
前に評価することが課題であり、薬剤
師にはその見極めや二次無効、副作用
に関する調査研究に、医師と共に取り
組むことを期待しています」とエールを
送った。
　現在、RA外来における薬剤師の関
与は薬物治療導入時のみであり、「可能
であれば、服薬コンプライアンスの確認
など外来患者の継続的フォローをして
ほしいですね」と八田先生は要望する。
これに対し奥野先生は、「RAに限らず、
薬剤師への要望は高まる一方ですが、
それに応えるためにはマンパワーを含め
た体制整備が必要です。現状では外来
指導業務の多くが診療報酬で評価され
ていません。しかし、患者さんの薬の安
全を守るのは薬剤師の責務であり、こ
れからも実現可能な方法を検討してい
きます」と応じた。　　
　地域包括ケアシステムの構築が進む
中で、上田先生は1病院だけで医療が
完結する時代ではなくなったことを強く
意識している。「患者さんの薬物療法は、
治療や療養の場所が変わってもずっと
継続していきます。薬の情報をスムーズ
に引き継ぐために、地域全体の薬剤師
と連携・協力する環境や仕組みを創り
出していく必要があります。また、その
実現が、薬剤師に対する社会からの信
頼を高めるための重要なステップだと考
えています」

～リウマチ登録薬剤師による薬剤師外来の取り組み～

八田 和大 先生
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外来診療部門における
患者支援の強化
　天理よろづ相談所病院は、創立時よ
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的包括医療」を理念とし、国内初の総
合診療部門(総合内科)を設置したこと
で広く知られる。薬剤部もまた、患者さ
んへの総合的支援を基本方針に、地域
基幹病院の薬剤部としての役割を追求
してきた。薬剤部長の上田先生は、「薬
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つつ、各分野で高い専門性を持つ薬剤
師が結集することで、総合力、組織力の
高い薬剤部を目指しています。チーム医
療における薬剤師へのニーズが高まる
中、院内処方97％、薬剤師60名の体
制で、可能な限り業務の拡充に取り組
んできました」と話す。
　現在、ほぼ全ての病棟で薬剤管理指
導を行うとともに、外来には1日22～
23名の薬剤師を配置し、抗がん剤を含

む外来調剤のほか、吸入指導やがん疼
痛緩和、関節リウマチ（RA）の服薬指
導、外来心臓病教室での集団指導など
に専門性を発揮している。また、入院案
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継ぐ。外来診療部門を担当する副部長
の奥野先生は、「全ての外来患者への指
導はマンパワー的に難しいため、ハイリ
スク薬および服用方法や手技が治療効
果に影響する薬剤を対象に指導を行って
います」と説明する。
　RA外来診療においては、従来から抗
リウマチ薬の初回指導を外来担当薬剤
師が行っていたが、2016年3月よりリ

ウマチ登録薬剤師による生物学的製剤
（Bio）の導入指導を開始した。担当の雪
矢先生は、総合内科の病棟担当薬剤師
としてRA患者の服薬指導を担う中で
専門性を高め、2015年に資格を取得し
た。「2015年に地域の多職種が集まる
RA勉強会に参加したことをきっかけ
に、月1回、医師、薬剤師、看護師が集
まってカンファレンスを行うようになりま
した。それがRAチームへと発展し、さ
らにはリウマチ登録薬剤師による薬剤
師外来の開設につながりました」

リウマチのチーム医療と
薬剤師の活動
　総合内科部長でリウマチ専門医の八
田先生は、近年、RA治療は目覚ましい
進歩をとげていると話す。「1999年のメ
トトレキサート（MTX）、2003年のBio
の登場により、発症早期からの診断と
専門治療による寛解・治癒が目指せる

ようになりました。一方で、これらの薬
剤は副作用への慎重な対応が必要であ
り、投与方法も複雑です。医師だけでな
く、薬剤師や看護師によるきめ細かな
指導や支援に加え、超音波検査による
早期診断や治療効果判定、リハビリテー
ションによるADLの維持や機能回復な
ど、患者さんを多面的かつ総合的に支
援するためのチーム医療が不可欠にな
っています」
　月１回、開催するRAチームのカンファ
レンスには、総合内科の医師4名、後期
研修医3～ 4名、リウマチ登録薬剤師
2名のほか、リウマチケア看護師、リハ
ビリスタッフ、放射線技師、臨床検査技
師、治験コーディネーターなど総勢20名
程度が参加し、各職種の取り組み状況
や課題を確認し、情報共有と課題解決
を図る。この他、院内勉強会の開催、院
外の研究会への参加や発表によるスキ
ルアップに取り組んでいる（資料1）。
　同院のRA患者数は1,000名を超え
ており、うちBio導入患者は約2割を占
める。「現在、Bio は8 製剤になり、選択
の幅が広がりましたが、その導入には患
者さんの治療への理解と納得が不可欠
です。各製剤の特徴や副作用などにつ
いて、医師が診察時に説明する時間的
余裕はなく、患者さんもすぐには判断で
きませんから、専門的知識を持つ薬剤
師による丁寧な指導が必要です」と、八
田先生は薬剤師の関わりを評価する。
　薬剤師外来は原則予約制で、医師が
薬剤師の指導が必要と判断したBio導
入検討患者が対象だ。2016年3月～
2017年4月までの指導件数は30件（月

平均2件）。内訳は、医師からのBio指
定がない患者における薬剤の選定が
25件、医師が指定したBioの説明が3
件、その他2件で、患者一人当たりの
指導時間は平均40分であった。薬剤
の選定においては、Bioに関する全般
的な説明をしたうえで患者本人の導入
意思を確認、導入を希望すれば、各製
剤の投与方法（点滴、皮下注射、自己注
射）や投与スケジュール、治療費用など
を説明して患者さんの希望に合致した
薬剤を選択し、医師に処方提案する。
一方、経済的な理由やBioに消極的と
いった理由で導入に至らないケースも
あり、その場合は、他の治療方法を検
討する（資料2）。
　指導にあたり、雪矢先生は患者さん
の生活スタイルや治療に対する考え方、
望んでいること、経済面などを丁寧に聴
き取り、希望に沿った薬剤の選択を心
がけているという。「たとえ治療効果が
高くても、経済的負担を考えれば、Bio
導入を安易に勧めることはできません。
高額療養費制度の利用の可能性も含め
て、様々な面で患者さんの負担を軽減
できる治療方法を考えます」

地域連携による総合的患者支援
を推進
　RA治療における今後の取り組みに
ついて、八田先生は、「患者さんの年齢
や職業、社会生活における必要性など
を考慮した過不足のない適切な治療
を、多職種と協力しながら進めていきま
す。また、整形外科などの他診療科や
地域の医療機関との連携強化も今後の

課題です」と展望する。さらに、RA治
療薬の効果は個体差が大きく、患者さ
んによって効く薬が違うという問題点を
挙げ、「その患者さんへの有効性を投与
前に評価することが課題であり、薬剤
師にはその見極めや二次無効、副作用
に関する調査研究に、医師と共に取り
組むことを期待しています」とエールを
送った。
　現在、RA外来における薬剤師の関
与は薬物治療導入時のみであり、「可能
であれば、服薬コンプライアンスの確認
など外来患者の継続的フォローをして
ほしいですね」と八田先生は要望する。
これに対し奥野先生は、「RAに限らず、
薬剤師への要望は高まる一方ですが、
それに応えるためにはマンパワーを含め
た体制整備が必要です。現状では外来
指導業務の多くが診療報酬で評価され
ていません。しかし、患者さんの薬の安
全を守るのは薬剤師の責務であり、こ
れからも実現可能な方法を検討してい
きます」と応じた。　　
　地域包括ケアシステムの構築が進む
中で、上田先生は1病院だけで医療が
完結する時代ではなくなったことを強く
意識している。「患者さんの薬物療法は、
治療や療養の場所が変わってもずっと
継続していきます。薬の情報をスムーズ
に引き継ぐために、地域全体の薬剤師
と連携・協力する環境や仕組みを創り
出していく必要があります。また、その
実現が、薬剤師に対する社会からの信
頼を高めるための重要なステップだと考
えています」
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総合内科医師、後期研修医、薬剤師、看護師、理学療法士、
作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師、
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地域薬剤師会が発信する地域密着型薬局のあり方
　地域包括ケアシステム構築において、保険薬局には地域住民の身近な健康相談窓口としての役割が期待されており、2016年
4月には「健康サポート薬局」が施行された。これに先行する形で、仙台市薬剤師会では、地域に密着した健康情報拠点を「ハー
トヘルス プラザ」と名付け、活動を展開。認知症をモデルケースに早期発見や服薬継続支援のノウハウを確立すると、2016年
度からは「うつ」への取り組みを開始、禁煙や感染症予防にも対応を拡大する計画である。行政や関係機関との連携のもと、地
域住民の健康サポートに取り組む同会の活動と今後の展開について取材した。

一般社団法人仙台市薬剤師会
-pharmacy-5CChallenge

Cooperation 
Communication

認知症対応で早期発見と
服薬継続支援のノウハウを確立
　仙台市薬剤師会では、以前より、薬
局が地域に密着した健康情報拠点であ
るべきと考えてきた。会長の北村先生
は、「医薬分業が成熟期に達し、多くの
薬局が保険調剤中心に展開している現
状を見て、“薬局や薬局薬剤師は本当
に地域で役立っているのだろうか”とい
う疑問を持ちました。もっと市民が気軽
に立ち寄れる場所、市民と行政、医療・
福祉機関との橋渡しをする場所にしよ
うとしましたが、なかなか継続的な具体
策がありませんでした」と振り返る。
　ターニングポイントとなったのは、
2011年の東日本大震災後、指定避難
所や仮設住宅で実施したお薬相談会や
衛生指導などが市民に評価されたこと
だ。薬局・薬剤師が自ら変わることで環
境が変わることを実感し、同会が目指
す地域密着型薬局を「ハートヘルス プ
ラザ」（こころと健康の広場）と名付け、
ここを拠点に様々な活動を展開するこ
とにした。

　最初に取り組んだのが認知症であ
り、2013年6月より活動準備を開始し
た。当時、仙台市では国のモデル事業と
して認知症初期集中支援事業を実施し
ており、支援チームに薬局薬剤師の参
加を要請されたことで、関係機関との連
携も推進された。また、特筆すべきは、
同会の働きかけにより、厚生労働省作
成の連携イメージ図にも「薬局・薬剤
師」が追記されたことだ。
　同年10月には若手薬剤師を中心とし
たワーキンググループを結成し、マニュ
アルやツールを作成。副会長の高橋先
生は、「早期発見と服薬継続支援を認
知症対応薬局の役割と位置付け、早期
発見マニュアルとして認知症の気づき場
面集を、また、服薬継続率向上のため、
初期指導および3ヵ月毎に服薬状況を
確認して記録するフォローリストを作成
しました」と説明する。また、常務理事
で学術研修担当の鎌田先生は、「月1～
2回の頻度で集中的に研修会を開催
し、認知症の知識や対応スキルを身に
つけました」と話す。

　入念な準備を重ねたうえで、認知症
対応薬局を募り、2014年4月より30
店舗で活動をスタートした。運用開始後
も月1回の症例検討のほか、実践の中
で浮かび上がった問題の改善方法を話
し合った。「情報コーナー」の設置もそ
の中から生まれた改善策の一つだ。認
知症の疑いがある人への声掛けが難し
いという声を受けて、認知症に関する
情報を1カ所に集約して、関心を示した
人に声をかけることで、スムーズな支援
が可能になった。また、市内50カ所の
地域包括支援センターとの関係構築の
ため、エリアごとの対応薬局を決め、顔
の見える関係を築いた。
　2017年10月現在、ハートヘルスプ
ラザ（認知症対応薬局）は、会員薬局
520店の約5割を占める250店にまで
増加し、各地区の薬局が主体的に活動
を展開できるまでノウハウが蓄積され、
内容も充実してきた。薬剤師介入による
成果は、行政や他職種からも評価され
ている。

「うつ」への取り組み
不眠を入口に適切な支援に
つなげる
　同会では、認知症を足掛かりとして、
長期的視野に立った事業展開を構想し
ている。仙台市が策定した「いきいき市
民健康プラン」の重点分野である、①生
活習慣病予防、②心の健康づくり、③食
生活と歯・口、④たばこ、⑤感染症予防
に、順次取り組んでいく計画だ。すでに
2016年度からは、②心の健康づくりと
して「うつ」への取り組みを開始してお
り、ワーキンググループが中心となって
活動準備を進めている。
　具体的には、「うつ」の兆候をキャッチ
する手段として「不眠」に着目し、店頭で
の気づきの場面を想定したフローチャー
ト（資料1）、実際の声掛けの方法、得ら
れた情報への次の対応をまとめた気づ
きの場面集（資料2）を作成中である。
気づきの場面は3つを想定。1つは
OTC薬の購入であり、不眠改善薬を継
続購入しているケース。2つ目は健康相
談や情報コーナー見学者で、いずれも
不眠が2週間以上継続しているが医療
機関を受診していない場合は、かかりつ
け医や他の医療機関、行政や民間の対
応窓口、対応可能薬局につなぐ。3つ目
は、処方薬に不眠改善薬・向精神薬な
どがあるケースで、2週間以上の不眠
継続や処方薬が不適切な場合は、処方
医への情報提供および連携による支援
を継続し、患者さんにも医師への相談
を勧める。
　うつ対応薬局の役割として、つなぎ

機能（紹介や連絡をとる）を重視し、65
歳以上の人は地域包括支援センターに
つなぐほか、精神保健福祉総合センター
「はあとぽーと仙台」、医療機関、民間の
対応窓口との連携を図る。「受診勧奨に
おいては医師会の理解と協力が必要で
あり、対応医師のリスト提供についても
既に了解を得ている」と北村先生。この
他、田辺三菱製薬と「うつ病の方とその
家族を地域で支え合うまちづくり連携
協定」を締結し、マニュアル作成や市民
への情報提供、連携推進などを相互に
協力して行う。
　一方、運用開始に先行して薬剤師の
研修も進んでいる。「うつ病に関する講演
会やスキルアップのためのワークショップ
などを年5～6回、集中的に実施してい
るほか、ゲートキーパー養成講座を3回
開催し、薬剤師約150名が受講しまし
た。対応マニュアル完成後にはロールプ
レイを取り入れた研修会を実施する予
定です」と鎌田先生は話す。2018年秋
には一般市民対象のゲートキーパー養
成講座開催も検討中だという。
　今後、「ハートヘルス プラザ」250店
を対象に「うつ対応薬局」の募集を開始
し、2018年度から本格運用を開始す
る。さらに数年後は周産期うつにも取り
組みを広げていく計画である。　

地域に密着した健康情報の拠点へ
「ハートヘルスプラザ」の今後の展開と
して、「禁煙」については生活習慣病患
者を対象とした禁煙指導を、「感染症予

防」では市民への環境衛生の啓発に力
を入れる。いずれも2018年度には実践
活動に着手する予定である。また、「生
活習慣病予防」においては、従来より市
民健診の受診促進を行ってきたが、
2017年度の電子申請開始に伴い、高
齢者の受診申込を店頭でサポートする
役割も託された。「こうした活動により、
処方箋がなくても市民が薬局を訪れる
機会が増え、地域に根差した相談機関
として認知されることが期待されます。
コンビニエンスストアが様々な代行サー
ビスを担っていますが、健康に関する窓
口は薬局であるという認識を地域社会
に浸透させていきます」と高橋先生は抱
負を語る。
　これまでの活動を通じて、地域の関
係機関や他職種との信頼関係が構築さ
れるとともに、大小含めて年間50回に
およぶ学術研修会などにより会員のス
キルアップ支援も充実させてきた。ま
た、2016年に施行された「健康サポー
ト薬局」に求められる機能には、仙台市
薬剤師会が提唱し、実践してきた「ハー
トヘルス プラザ」の役割の多くが含ま
れている。北村先生は、「制度で定めら
れた機能や要件への対応も大切です
が、薬局の本来あるべき姿を追求する
姿勢はこれからも変わりません。地域に
寄り添い、地域と共に生きる薬局・薬
剤師を目指し、活動を進めていきます」
と結んだ。　

～「ハートヘルス プラザ」による健康サポート推進～

北村 哲治 先生
会長
きた   むら     てつ     じ

高橋 將喜 先生
副会長
たか   はし      まさ   のぶ

鎌田 　裕 先生
常務理事
かま    た                ゆたか
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アルやツールを作成。副会長の高橋先
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しました」と説明する。また、常務理事
で学術研修担当の鎌田先生は、「月1～
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つけました」と話す。
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知症の疑いがある人への声掛けが難し
いという声を受けて、認知症に関する
情報を1カ所に集約して、関心を示した
人に声をかけることで、スムーズな支援
が可能になった。また、市内50カ所の
地域包括支援センターとの関係構築の
ため、エリアごとの対応薬局を決め、顔
の見える関係を築いた。
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ラザ（認知症対応薬局）は、会員薬局
520店の約5割を占める250店にまで
増加し、各地区の薬局が主体的に活動
を展開できるまでノウハウが蓄積され、
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成果は、行政や他職種からも評価され
ている。
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　同会では、認知症を足掛かりとして、
長期的視野に立った事業展開を構想し
ている。仙台市が策定した「いきいき市
民健康プラン」の重点分野である、①生
活習慣病予防、②心の健康づくり、③食
生活と歯・口、④たばこ、⑤感染症予防
に、順次取り組んでいく計画だ。すでに
2016年度からは、②心の健康づくりと
して「うつ」への取り組みを開始してお
り、ワーキンググループが中心となって
活動準備を進めている。
　具体的には、「うつ」の兆候をキャッチ
する手段として「不眠」に着目し、店頭で
の気づきの場面を想定したフローチャー
ト（資料1）、実際の声掛けの方法、得ら
れた情報への次の対応をまとめた気づ
きの場面集（資料2）を作成中である。
気づきの場面は3つを想定。1つは
OTC薬の購入であり、不眠改善薬を継
続購入しているケース。2つ目は健康相
談や情報コーナー見学者で、いずれも
不眠が2週間以上継続しているが医療
機関を受診していない場合は、かかりつ
け医や他の医療機関、行政や民間の対
応窓口、対応可能薬局につなぐ。3つ目
は、処方薬に不眠改善薬・向精神薬な
どがあるケースで、2週間以上の不眠
継続や処方薬が不適切な場合は、処方
医への情報提供および連携による支援
を継続し、患者さんにも医師への相談
を勧める。
　うつ対応薬局の役割として、つなぎ

機能（紹介や連絡をとる）を重視し、65
歳以上の人は地域包括支援センターに
つなぐほか、精神保健福祉総合センター
「はあとぽーと仙台」、医療機関、民間の
対応窓口との連携を図る。「受診勧奨に
おいては医師会の理解と協力が必要で
あり、対応医師のリスト提供についても
既に了解を得ている」と北村先生。この
他、田辺三菱製薬と「うつ病の方とその
家族を地域で支え合うまちづくり連携
協定」を締結し、マニュアル作成や市民
への情報提供、連携推進などを相互に
協力して行う。
　一方、運用開始に先行して薬剤師の
研修も進んでいる。「うつ病に関する講演
会やスキルアップのためのワークショップ
などを年5～6回、集中的に実施してい
るほか、ゲートキーパー養成講座を3回
開催し、薬剤師約150名が受講しまし
た。対応マニュアル完成後にはロールプ
レイを取り入れた研修会を実施する予
定です」と鎌田先生は話す。2018年秋
には一般市民対象のゲートキーパー養
成講座開催も検討中だという。
　今後、「ハートヘルス プラザ」250店
を対象に「うつ対応薬局」の募集を開始
し、2018年度から本格運用を開始す
る。さらに数年後は周産期うつにも取り
組みを広げていく計画である。　

地域に密着した健康情報の拠点へ
「ハートヘルスプラザ」の今後の展開と
して、「禁煙」については生活習慣病患
者を対象とした禁煙指導を、「感染症予

防」では市民への環境衛生の啓発に力
を入れる。いずれも2018年度には実践
活動に着手する予定である。また、「生
活習慣病予防」においては、従来より市
民健診の受診促進を行ってきたが、
2017年度の電子申請開始に伴い、高
齢者の受診申込を店頭でサポートする
役割も託された。「こうした活動により、
処方箋がなくても市民が薬局を訪れる
機会が増え、地域に根差した相談機関
として認知されることが期待されます。
コンビニエンスストアが様々な代行サー
ビスを担っていますが、健康に関する窓
口は薬局であるという認識を地域社会
に浸透させていきます」と高橋先生は抱
負を語る。
　これまでの活動を通じて、地域の関
係機関や他職種との信頼関係が構築さ
れるとともに、大小含めて年間50回に
およぶ学術研修会などにより会員のス
キルアップ支援も充実させてきた。ま
た、2016年に施行された「健康サポー
ト薬局」に求められる機能には、仙台市
薬剤師会が提唱し、実践してきた「ハー
トヘルス プラザ」の役割の多くが含ま
れている。北村先生は、「制度で定めら
れた機能や要件への対応も大切です
が、薬局の本来あるべき姿を追求する
姿勢はこれからも変わりません。地域に
寄り添い、地域と共に生きる薬局・薬
剤師を目指し、活動を進めていきます」
と結んだ。　
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薬局における実際の取り組みフローチャート（うつ病）（案）資料1 薬局における「うつ」の気づきの場面集（案）資料2
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～不眠で悩む地域住民～

引用：厚生労働省 ゲートキーパー養成研修用テキスト第2版 薬剤師編
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＊かかりつけの先生は
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・かかりつけ医、はあとぽーと仙台、他の医療機関、行政や民間の対応窓口
 （『ここまるリーフ』参照）
＊見守る
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来局者（不眠で悩む地域住民 ： 処方せん調剤、コーナー見学者、健康相談、OTC購入 etc）
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地域医療連携における薬剤情報の共有
　全国各地で地域医療連携が推進される中、治療経過を左右する薬剤情報の共有は、優先されるべき取り組みの一つである。
広島市立広島市民病院（広島市・743床）薬剤部では、脳神経外科病棟において転院時に「薬剤情報提供書」を用い、転院先
の医療機関に正確な薬剤情報を提供している。それは急性期から回復期、維持期までシームレスな治療を行う上で、重要な役
割を担うものだ。また、その一方で保険薬局との連携を推進するためにさまざまな方策を打ち出してきた。「薬剤情報提供書」
活用の経緯と現状、および薬剤部の薬薬連携に対する取り組みと展望について取材した。

広島市立広島市民病院 薬剤部
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Communication

モチベーション向上を目指す
基本方針と病棟業務体制
　広島市立広島市民病院の薬剤部の人
員は5年間で51名に倍増し、20代の
若い薬剤師が半数近くを占めている。ス
タッフが多様な業務を経験しながら自
主性を育めるよう心を配ってきた薬剤
主任部長の開浩一先生は、「薬剤部の
基本方針は、『新しい業務への取り組み
と学術的な成果の創出』であり、この両
輪が揃ってこそ、楽しい仕事ができ、モ
チベーションが向上すると思っています」
と語る。
　病棟薬剤業務実施加算は、マンパワー
と体制を整え、2016年10月より算定
を開始した。全20病棟を3区分し、各
責任者の下に人員を配置、責任者から
の提案で配置替えを実施する。同院で
は薬剤師も医師と同じ医局員であり、
開先生も医局長を経験したことなどで、
薬剤師の提案は受け入れられやすく、チー
ム医療でも薬剤師はその専門性を発揮

することができている。
　一方、各薬剤師が目指す専門、認定
の取得を支援してきた開先生は、「資格
のベースとして日本医療薬学会認定薬
剤師の取得を推進しており、5年間で県
内でもトップクラスの取得率になってい
ます」と話す。今後は経営面における貢
献の評価により、さらなる人員増を目指
す考えだ。

脳神経外科病棟における
「薬剤情報提供書」の活用
　脳神経外科病棟において「薬剤情報
提供書」(以下、提供書)を作成すること
になったきっかけは、7年前の回復期施
設からの連絡だった。電話を受けた吉
川先生は、「転院された患者さんが当院
を含む複数の病院から処方された持参
薬を多数使用しており、どうしたらよい
か分からないという内容でした。当院で
は服薬指導を行い、医師による診療情
報提供書（以下、紹介状）も添付してい

たのですが、十分に機能していないよう
でした。私たちも他の医療機関からの
転院患者さんの薬剤情報が把握し難い
経験をしていましたので、すぐに手を打
とうと思いました」と振り返る。
　脳血管疾患で入院する患者さんは、
複数の基礎疾患を有し、使用薬剤も多
岐にわたっていることが多い。吉川先生
は、早速、脳神経外科部長と病棟看護
師に相談し、薬剤師からの情報提供書
を作成、添付する了承を得た。提供書に
は継続中の持参薬の内容や他科処方
も含めた転院時点での使用薬剤、用法
用量のほか、その時点で使用を中止して
いる持参薬についてはその理由を、ま
た、患者さんの治療に関する理解度や
コンプライアンスなど、転院先に伝える
べき情報も適宜記載する（資料1）。
　提供書の運用は、開始から約5年間
で吉川先生から齋藤先生、森田先生へ
と受け継がれ、2017年には森田先生を
筆頭著者として、取り組みに関する論文

を発表した。2015年における転院患者
198名を対象に、電子カルテや提供書、
紹介状を照合し、入院後の薬剤使用状
況や転院時点での使用薬剤の記載状
況を調査した。すると紹介状の半数近く
は内容が正確ではなく、自身の処方薬
以外、すなわち持参薬や他科による処
方薬などをもれなく記載できているとは
言い難い状況であった。「記載もれのほ
とんどは治療に影響が少ないものでし
たが、中には治療結果を左右するもの
もありました。一方で提供書は98.5％
が正確でした（資料2）」と森田先生。ま
た、前任者の齋藤先生は「提供書は、薬
剤師と看護師の二重チェックを行ってい
ますが、入院中の処方変更が多く、記
載もれがないようにすることは大変でし
た」と振り返る。
　退院時における服薬指導が、薬剤情
報を転院先に正確に伝える一助となれ
ばよいが、実際は難しい。特に脳神経
外科病棟の患者さんは脳機能障害を伴
い、理解が困難であるケースが多く、ま
た家族も転院先に任せる意識が強い。
このことが脳神経外科病棟から提供書
が生まれた大きな理由であった。今後
は、紹介状と重複する薬剤情報を提供
書に一本化することを検討している。

薬薬連携への果敢な挑戦
　同院の院外処方箋を応需する保険薬
局が広域にわたるため、薬剤部では以
前より薬薬連携に積極的に取り組んで
きた。まず、病院と保険薬局の垣根を低

くしようと、2カ月に1度「連携会議」を
開催し、院外処方に対する要望に対応
するとともに、勉強会などを実施した。
次に病院薬剤師の業務を保険薬局に
理解してもらうために、病棟業務、糖尿
病教室、最新設備等の見学ツアーを開
催し、さらに抗がん剤の無菌調製の指
導なども計画している。しかし、開先生
はそれだけでは満足できず、情報共有
化の方法を模索するようになった。
　その第一弾として、かかりつけ薬局か
ら患者さんが入院したとの情報が入れ
ば、薬剤部から入院中の検査や治療、
服薬に関する情報などを提供するため
の「薬剤師情報提供書」（先述の「薬剤
情報提供書」とは別）を作成することに
した。さらに患者さんの同意を条件にカ
ルテ開示を行った。契約を結んだ保険
薬局は200以上に上ったものの、実際
にカルテ開示はほとんど行われず、「患
者さんと密に関わりを持つ保険薬局が
少ないようなので、それを増やすために
私たちができるバックアップを模索して
います」と開先生は話す。また、提供書
の活用も薬薬連携推進の一環と位置
付け、脳神経外科病棟だけでなく他科
での運用も検討し、最終的には薬剤師
同士の紹介状に発展させたいと考えて
いる。
　今後の課題として、提供書活用によ
るアウトカムの検証やさらなる薬薬連
携の推進が考えられる中、先生方にそ
れぞれの抱負と展望を伺った。
「提供書について、退院支援室の協力を

得ながら転院先にアンケート調査など
を行い、アウトカムを検証したいと思い
ます。また広報に努め、他科や他施設
にも提供書活用の取り組みを広めたい
と思います」（森田先生）
「私は、脳神経外科病棟を離れて、一層、
連携の大切さを感じるようになりまし
た。転院先以外、例えば在宅において
も、薬剤師が薬剤のマネジメントができ
るような保険薬局との連携を考えてい
きたいと思います」（齋藤先生）
「現在、教育と学術を担当していますの
で、皆で連携や患者さんのために役立
つ新しい取り組みを実践、検証し、論文
化を通じて次のステップを目指したいと
思います」（吉川先生）
　開先生は、医療現場で生じるさまざま
な患者情報を、薬剤師同士が確実に共
有するために、薬薬連携のさらなる推進
を重要課題と位置付ける。「当院は、保
険薬局からの疑義照会を全て薬剤部が
受けており、敷居は低くなったと評価さ
れているようですが、保険薬局からのア
プローチが少ない現状をどのように変え
ていくかが今後の課題です。これからも
保険薬局の機能向上のためのサポート
を惜しみませんが、ぜひ保険薬局の先
生方にも行動を起こしていただきたい。
そして、病院、保険薬局の薬剤師が手を
携えて地域医療に貢献したいと願って
います」

～「薬剤情報提供書」を用いた転院時の取り組み～

開 　浩一 先生

薬剤部
薬剤主任部長
ひらき                  こう    いち
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薬剤部
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きっ   かわ      あき   よし

齋藤 　綾 先生
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薬剤師
さい   とう               あや

森田 春香 先生
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もり    た        はる    か
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薬剤情報提供書資料1 診療情報提供書(紹介状)・薬剤情報提供書に
おける脳外科内服処方内容の記載状況の比較

資料2

〇〇　〇〇様　現在の処方薬情報

〈持参薬処方〉
持参薬は下記の通りです。当院入院中●●は中止しておりましたが、主治医
より転院後再開可能と指示が出ています。……
（処方内容）

（処方内容）

（処方内容）

※入院中に●●は1日2回朝夕食後服用へ変更になっています。

〈当科処方〉（脳外科）

※上記以外の薬剤
【外用薬】
【頓服薬】

〈他科処方〉（精神科）

（退院日　平成〇〇年〇月〇日）

転院後、持参薬の再開指示が出ている場合記載

特記事項があれば適宜記載

外用薬、頓服薬について分けて記載

持参薬処方、脳神経外科処方、他科処方を分け
て記載

広島市立広島市民病院　西5病棟　薬剤師　　　　　　  看護師
紹介状

（n=173）
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80.3%

提供書
（n=196）

98.5%

正
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（%）
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